
平成 27 年第８回佐伯市農業委員会議事録 

 

日  時： 平成２7年 8月 4日（火曜日） 14 時 00 分～ 16 時 40 分 

場  所： 佐伯市役所 ６階 第 1委員会室 

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

5 番 守田 権造  6 番 木許 邦彦     7 番 池田 幸利   8 番 後藤 彰   

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

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

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

21 番 河野 弘光   22 番 疋田 洋     23 番  谷川 享宏   24 番  山口 勝廣    

25 番 藤原 安政   26 番 矢野 弥平    27 番 岩﨑 邑次   28 番 小野 隆壽         

29 番 畠野 巌     30 番 河野 一正    31 番 河野 俊雄   32 番 高司 富博     

33 番 吉良 勝彦  34 番  三又 勝弘    35 番 大友 安正   37 番 大川 松壽 

欠席委員： 36 番 五十川 覺     

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 22 号 農地法第 3条の規定による許可申請について 

議案第 23 号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第 24 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 

     (1)平成 27 年度佐伯市農業委員会県外視察研修について 

     (2)平成 27 年度農業委員地区別セミナーについて 

     (3)農業者年金加入推進強化月間推進要領について 

           

 

 

事務局長：定刻になりましたので、ただ今から平成 27年第 8回佐伯市農業委員会を開催いたします。



本日の欠席委員は今のところですね、36 番の五十川覺委員さんがお見えになっておりま

せん。農業委員 37 名中本日の会議の出席者は、36 名です。よって農業委員会会議規則第

6条により会議が成立したことを報告します。また、先月の大分県知事許可案件につきま

しては、7 月 29 日付で許可となっていますので報告します。それでは会長、挨拶をお願

いします。 

 

会  長：（あいさつ）  

 

事務局長：ありがとうございました。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ます前に議事録署名人を指名いたしたいと思います。30 番河野一正

委員、31 番河野俊雄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：それでは議案書の 2ページをご覧ください。農地法第 3条、件数が 3件です。田 991 ㎡、

畑 1,323 ㎡、面積、計で 2,314 ㎡です。農地法第 4条、件数が 7件、田 3,694 ㎡、畑 3,503

㎡、面積、計 7,197 ㎡です。農地法第 5 条、件数が 3 件です。田 308 ㎡、畑 2,281 ㎡、

面積、計 2,589 ㎡です。合計件数、13 件、田 4,993 ㎡、畑 7,107 ㎡、面積、計で 12,100

㎡です。以上提案いたします。 

 

議  長：それでは議案書の 2 ぺージをお開きいただきたいと思います。農地法第 3 条、件数 3 件

ですが、3 条の立証についてお願いしたいと思います。3 条の 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。 

 

２番委員：２番が 3 条の 1 番を立証します。本件は売買による所有権の移転です。調査は 8 月 2 日

に行いました。というのも結構遅れてますけど、中々お二方ともつかまりませんで、8月

2 日になった次第でございます。申請農地の位置は、県道 37 号線佐伯蒲江線を蒲江方向

へ、青山の山口橋手前の無名橋を渡り南に 250ｍ程行った左側にある農振地域外の土地で

あり、地目は畑、現況は山林と一部畑です。申請農地は、佐伯市大字青山字助ノ下○○

番、988 ㎡。譲渡人は佐伯市鶴見、○○氏、譲受人が佐伯市城南町、○○氏。このお二方

は血縁関係にあります。今回の申請についてはですね、元々譲受人に相続するようにな

ってましたけども、遺言書に記載漏れがあって現在に至ったということになります。譲

受人の家族状況は、本人 66 歳と夫 70 歳、長男の 3 人家族で、耕作は夫婦で行っていま

す。通作距離は 15km で耕作可能です。農機具の所有状況は、耕耘機、草刈機等、農業経

営に必要な農機具は所有しています。耕作面積は、64.84ａで、下限面積以上を保有して

います。耕作すべき農地は全て耕作しています。本件は○○氏、○○氏との合意の売買

です。今後耕作を行うにあたり、申請農地周辺地域への農業上の支障は予想されません。

以上許可基準に照らしまして、許可相当と思いますので、皆様のご審議をお願いいたし

ます。以上です。 



 

議  長：1番について 2番の山田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）異議なしの声がありました。とりま

とめをいたしたいと思います。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）ありがとうございました。挙手全員であります。よって本件は原案のとおり承

認をすることに決定をいたします。それでは 3条の 2番について 17 番委員の矢野輝人委

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 2番を立証します。本件は売買による所有権の移転です。調査は 8月 1日

に行いました。申請農地は、ちょうど門田津留にありますけれども、位置は国道 10 号線

の番匠大橋を渡って、グリーンセンターがありますけれども、あのグリーンセンターを

過ぎたところを左に入って、農道を約 300ｍ程行ったところにあります。農振地域内の農

地です。所在地は、佐伯市弥生大字門田字古田○○番で、地積は 991 ㎡で、地目、現況

ともに田であります。譲渡人は、佐伯市の門田に住んでます○○さん 75 歳であります。

譲受人は、同じく上小倉の方に住んでる○○さん 79 歳ということです。譲受人の家族状

況は、本人と 76 歳になる奥さん、それに後継者として 22 歳の孫が一緒に農業経営して

おりますが、その 3 人で農業を運営しているということです。作っているものは、米、

カボス、さつまいも、野菜類を耕作している専業農家であります。通作距離は家の方か

ら約 3km 程度で耕作は可能です。この辺りかなり 近になって田んぼを購入しているよ

うですので。農機具の所有状況は、全て持っております。当該農地取得後の耕作面積は、

251.78ａ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○○氏の合意の売買ということで双方とも了解しています。本件には小作

権及びその他の権利設定はありません。所有権の移転に伴った申請農地周辺地域への農

業上の支障も考えられませんのでは、状況から見て許可基準に合致しているということ

です。よろしくご審議をお願いいたします。 

 

議  長：3 条の２番について 17 番の矢野輝人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。3条の 2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

は続きまして 3条の 3番について 25番委員の藤原安政委員の方から立証をお願いいたし

ます。 

 

25 番委員：25 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。調査は平成 27

年 7 月 24 日に行いました。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

向かい約 1km 進んだ信号機を左折、須平集落内の日豊線踏切を渡って 10 号線から 700ｍ

程進んだ左側に位置します。佐伯市弥生大字門田字楠○○番、地目畑、現況畑、面積 335

㎡。譲渡人は、佐伯市弥生大字門田に在住する○○氏。譲受人は、佐伯市弥生大字門田

に在住する○○氏。譲受人の家族状況は、本人 65 歳と妻 60 歳、長男夫婦に孫 2 人と、

同居の二男と長女を含む計 8 人の家族です。労働力は、主に本人夫婦が耕作にあたり、



子どもが補助的に従事しています。経営は水稲 36ａを主体とし、野菜 14ａを耕作する第

2 種兼業農家で、すでに 50ａ以上耕作しています。また申請農地の通作距離は自宅の隣

地で、耕作は非常に便利です。農機具の所有状況は、トラクター、管理機、コンバイン、

軽四トラックを保有しています。なお、水稲における植付け、乾燥調製等は業者に委託

しております。権利取得後の耕作面積は 53.35ａとなり、当地区の下限面積以上保有して

おり、耕作すべき農地は全て耕作しております。本件は○○氏と○○氏の合意の売買で

あり、双方とも了解しております。小作権及びその他の権利設定は本件にはありません。

申請農地周辺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て許可相

当と思われますので、皆様のご審議をお願いいたします。 

 

議  長：3 条の 3 番について 25 番委員の藤原安政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。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。以上で 3 条の案件については終わりです。続いて、農地法第 4 条の規定に

よる許可申請書について審議をいたします。1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条の 3番もそうですね。 

 

４番委員： 初にゼンリンの地図をみていただきたいんですけど。申請地の確認ですけど、一番初

めのページにあると思うんですが、豊南高校から、217 のバイパスを旧道の方に行ってで

すね、左端に６という、広い何もない図面があろうかと思いますが、ここがパチンコ屋

でしたんですけど、現在ケアタウンながとという施設が建っております。それの東、後

ほどご説明しますので。場所はそういうところでございますのでよろしくお願いします。

それでは４番が 4条の 1番を立証します。本件は農地の転用です。調査は 7月 25 日に行

いました。申請人は、大分市明野西、○○氏でございます。申請農地の位置は、先ほど

申し上げましたケアタウンながとより東に 30ｍ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、都市計画区内第 2 種住居地域です。佐伯市鶴岡町 1 丁目○○番○、

地目は田、現況は宅地、地積は 732 ㎡です。転用の目的は、約 39 年前に申請者の父が農

地法の許可が必要なことを知らず、許可なしで賃貸住宅 6 棟を建築し、貸家として使用

し、現在も申請者が貸家として使用しておりましたが、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ございます。工事計画は、すでに 39 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、すでに 39 年前から賃貸住宅用地として利用

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：4条の 1番について髙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

りましたら出してください。（異議なし、の声あり）異議なしということでございます。

とりまとめたいと思います。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 3番について。 

 

４番委員：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 7月 25 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、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 723 ㎡外 2筆、合計 3筆、2,636 ㎡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す。申請目的の実現性は確実であり、

転用目的、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。なお、これもゼンリンの地図の 3 ページになろ

うかと思いますが、周辺の関係ですが、7月の農業委員会で申請のあった隣接の農地の位

置でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長：4条の3番について４番の髙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、

意見がありましたら出してください。（異議なし、の声あり）異議なしとの発言がござ

いました。本件について賛成の委員の挙手をお願いいたします。（挙手全員）はい、あ

りがとうございました。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。 

 

４番委員：ありがとうございました。それとですね、私もう 1件、5条の 3番の立証がありますんで、

その後に、先月共有地としての農地法第 5条申請、道路用地ですか、5分の 1の申請の関

係につきまして、立証が終わりましたら、事務局の方からですね、説明をしていただき

たいとお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議  長：そういうことでよろしくお願いいたします。それでは次に 4 条の 2 番ですけども、これ

につきましては私の立証でございますので、ここで議長を副会長の方に交代したいと思

います。 

 

37 番委員：議長を交代いたします。それでは 1 番委員、髙橋武夫委員に 4 条の 2 番の立証をお願い

します。 

 

１番委員：それでは 1番が 4条の 2番を立証いたします。本件は農地の転用です。調査は 7月 23 日

に行いました。申請人は、佐伯市直川赤木の立長区に在住の○○氏です。申請地は県道

赤木吹原佐伯線立箱より西へ 100ｍ行ったところの集落内で、直川大字赤木字立箱○○番

○、地目は畑、59 ㎡であります。地図を併せてご覧いただきたいと思います。転用の目



的ですけども、倉庫兼車庫用地とするということで、申請地は、平成 26 年 5 月に隣接す

る宅地に住宅を新築しており、旧居宅及び倉庫、車庫を解体と同時に土地造成を行って

おります。その際申請地である農地の部分も盛り土をし整地をしております。申請人に

よりますと幼少の頃から畑として耕作されたこともなかったということで、農地として

の認識が全くなかったということです。一連の造成工事を行ったとのことで始末書が添

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 2 種農地です。隣

接地は宅地と道路で、耕作している農地はありません。特段支障はありません。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。以上です。 

 

議  長：1番委員の 4条 2番の立証が終わりました。本案件について、ご質問、ご意見等ございま

せんか。（異議なし、の声あり）異議なしの声がありましたので、とりまとめたいと思

います。本案件について承認することに賛成の方の挙手をお願いいたします。（挙手多

数）賛成多数により許可と決定いたします。それでは 1 番委員の立証が終わりましたの

で、議長を交代して議事を進行します。 

 

議  長： 4 条の 4 番についてですが、○○委員が担当地区ですけども、申請者が本人のために規

則の第10条により、議事参与の制限により○○委員の方に退席をお願いいたします。（○

○委員退席）4条の 4番について 3番の桑原慶吾委員の方から立証をお願いいたします。 

 

３番委員：それでは 3 番が 4 条の 4 番を立証します。本件は農地の転用であります。調査は 7 月 24

日に行いました。申請人は、佐伯市鶴見地松浦の○○さんです。職業は農業であります。

申請農地の位置は、佐伯市鶴見地松浦の鶴見振興局から西の方に約 150ｍのところにある

農振地域外の農地で、農地の区分は第 2 種に該当いたします。土地の位置は、佐伯市鶴

見大字地松浦小河内○○番○。地目は畑、現況はレモンを植えていますが、不耕作とな

っています。面積は 1,072 ㎡であります。転用の目的は、10 年程前にレモンを栽培して

おりましたが、だんだん手が回らなくなり現在は非耕作地となっています。このままだ

と近隣に迷惑がかかり環境にも良くないと思い、今回太陽光発電施設用地として転用す

ることになっております。工事計画は、太陽光パネルを 324 枚設置する予定で、許可あ

り次第に着工し、本年末までに完成の予定であります。申請目的の実現性は、九州電力

の工事請求書が添付されており九州電力許可済み案件ですので確実であります。計画面

積、位置は適当であります。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。被害防除につきましては、西側と北側は宅地になっています。東側は不耕作の農

地、南側は市道に面しています。さらに施設の周辺には柵を設置する予定で、何ら支障

はありません。水利権はありません。以上、転用基準に照合した結果、許可相当と思わ

れますので皆様のご審議をよろしくお願いいたします。 

 

議  長：4条の 4番について桑原委員の方からの立証が終わりました。本件について質疑、意見が

ございましたら出してください。（異議なし、の声あり）異議なしということでありま

すので、とりまとめたいと思います。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、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。（○○委員着席）それでは続きま

して 4条の 5番について、15 番の松下芳久委員の方から立証をお願いいたします。 

 

15 番委員：それでは 15 番が 4 条の 5 を立証します。本件は農地の転用です。調査は 7 月 29 日に行

いました。申請人は、広島県広島市佐伯区に在住する○○氏、58 歳です。転用の目的は、

申請人が軽量鉄骨造り 3 階建て 12 世帯のアパートを賃貸住宅として建築する計画です。

申請地の位置は、中江川に架かる女島橋を渡り自動車学校方向に向かい、自動車学校駐

車場前を左折して 70ｍのところの右側に位置しています。申請地は、佐伯市字女島、地

番は○○番で登記地目は畑、現況は荒地で、地積は 1,027 ㎡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 種で都市計画区域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 9月 10日に着工し、平成 28年 1月 31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。排水については公共下水へ接続します。被害防除については、

東側は道路、西側は水路、南側は畑ですが現況は荒地です。北側は申請人のアパートで

被害は予想されません。隣接地との境界については、土留工事、ブロック塀で施工しま

す。水利権につきましては、塩屋地区土地改良組合の同意の意見書が添付されています。

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いた

します。 

 

議  長：4 条の 5 番について 15 番の松下芳久委員の方から立証が終わりました。本件について質

疑、意見がございましたら出してください。（異議なし、の声あり）異議なしとの発言

がございましたんで、とりまとめたいと思います。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、挙手全員であります。よって本件については

原案のとおり承認することに決定をいたします。それでは続きまして 4 条の 6 番につい

て 24 番の山口勝廣委員の方から立証をお願いいたします。 

 

24 番委員：24 番が 4 条の 6 番を立証します。本件は農地転用の一時転用です。調査は 7 月 25 日に

行いました。申請農地の位置は、国道 10 号線大分方面に進み、木ノ瀬バス停より右に入

り、80ｍ進んだところの右側です。所在地は、佐伯市弥生大字井崎字久保畑○○番○、

登記地目は田、現況は畑、面積は 326 ㎡です。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、低地に位置する農地のため、嵩上げし畑とし

て利用します。造成後は自家用野菜畑として申請者の兄が作付します。申請者は県外在

住です。工事計画は許可後、平成 27 年 9 月 20 日から平成 27 年 9 月 30 日までの完成予

定です。公共工事、平成 26 年度県道 1-4 号道路改良工事の掘削土で施工します。弥生土

地改良区の意見書が添付されています。被害防除について、隣接地境界は、東側は道路、

西側、南側は宅地、北側は道路で何ら被害は予想されません。以上、転用許可基準に照

合した結果許可相当と思われますので、皆様のご審議をお願いします。 

 

議  長：4 条の 6 番について 24 番の山口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。本件について承認をされる方の挙手をお願

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

ことに決定をいたします。それでは続きまして 4 条の 7 番について、12 番の津田幸喜委

員の方から立証をお願いいたします。 

 

12 番委員：それでは 12 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 7 月 28 日に

行いました。申請人、佐伯市蒲江大字丸市尾浦の○○氏です。兼業農家です。申請農地

の位置は、丸市尾地区バス停より 50ｍ行き江川橋を右に入り 40ｍ行き、また右に市道を

北に 400ｍ行ったところの農振地域外の土地であり、現況は休耕地です。農地の区分は第

2種に該当します。佐伯市蒲江大字丸市尾浦字菅ケ谷○○番○、畑、現況は雑種地になっ

ております。1,3457 ㎡、不耕作地となっています。転用の目的は、太陽光発電施設用地

として利用するためです。工事計画は許可あり次第着工し、平成 27 年 10 月 30 日完工の

予定です。申請目的の実現性は確実であり、計画面積、位置は適当であります。用排水

については自然流下し浸透します。周辺にはフェンスを張りますので支障はないと思わ

れます。九州電力の工事請求書が添付されており九電許可済み案件ですので問題ありま

せん。水利権はありません。被害防除については、東側は道路、西側は栗が植えてあり

ますが支障はありません。それには了解は求めています。北側は川、南側は高速道路用

地となっております。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：4 条の 7 番について 12 番の津田委員の方からの立証が終わりました。本件について、質

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

言がございました。それでは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）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 7 件が終わりました。続いて第 5 条の規定による許可申請につい

てを審議いたしたいと思います。順次いきたいと思います。5条の 1番ですが、この案件

については申請者が本人のために、佐伯市農業委員会会議規則第 10 条議事参与の制限に

より、畠野委員が立証いたします。○○委員の方は退席をお願いいたします。（○○委

員退席）それでは畠野委員の方から立証お願いいたします。 

 

29 番委員：29 番が 5 条の 1 番を立証します。本件は売買による所有権の移転です。調査は 7 月 25

日に行いました。譲渡人は佐伯市海崎の○○氏です。譲受人は佐伯市野岡町の○○氏で

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、現況は荒地、面積は 68 ㎡で、もう 1筆は佐伯市大字海崎字吉丸○○番○、地目は畑、

現況は荒地、178 ㎡、合計 246 ㎡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、西側道路側溝に流し、市道の側溝に放流します。被害防除について

は、西側は道路、東側は宅地、北側は宅地、南側は譲渡人の農地で被害はありません。

水利権はありません。以上転用許可基準に照合した結果許可相当と思われますので皆様



のご審議をお願いします。 

 

議  長：5 条の 1 番について 29 番の畠野巌委員の方から立証が終わりました。それでは本件につ

いて質疑、意見がございましたら出してください。はい。 

 

27 番委員：畠野委員さん、現地見とるんですか。 

 

29 番委員：はい。 

 

27 番委員：そうですか。じゃあお尋ねしますが、書類は 68 ㎡と 178 ㎡で面積は約 3倍程あるんです

が、図面の面積はほぼ同じじゃないかと思うし、中は道路が通っちょるようにあるんや

けど、現地は中に道路があんの。 

 

33 番委員：これは前の月にやっちょるんやな。 

 

27 番委員：ああ、これは右だけか。これならわかる。了解しました。 

 

議  長：他にございませんか。（異議なし、の声あり）よろしいですか。はい、それではとりま

とめたいと思います。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す。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。（○○委員着席）それでは続いて 5 条の 2 番につい

て 12 番の津田幸喜委員の方から立証をお願いいたします。 

 

12 番委員：12 番が 5 条の 2 番を立証します。本件は使用貸借権の設定です。調査は 7 月 28 日に行

いました。使用借人、○○氏、住所は兵庫県神戸市中央区に住んでおります。貸人、佐

伯市蒲江大字丸市尾浦、○○さんです。もう一人、佐伯市蒲江大字丸市尾浦、○○さん

です。申請農地の位置は、丸市尾バス停より 50ｍ行き江川橋を渡り、40ｍ行き右に市道

を 400ｍ北に行ったところにあり農振地域外の土地で第 2種に該当します。これは 4条の

7番を立証した隣接地になっています。佐伯市蒲江大字丸市尾浦字菅ケ谷○○番、畑、905

㎡、現況は雑種地、不耕作となっています。もう 1 筆は佐伯市蒲江大字丸市尾浦字菅ケ

谷○○番○、畑 1,130 ㎡、現況は雑種地、不耕作となっています。転用の目的は、この

土地を借りて太陽光発電施設用地として使用します。工事計画は許可後着工し 27 年 10

月 30 日となっています。申請目的の実現性は確実であり、計画面積、位置は適当であり

ます。雨水は自然流下します。周辺にはフェンスを張り支障はないと思われます。九州

電力の工事請求書が送付されており九電許可済み案件ですので問題ありません。転用許

可基準に照合した結果許可相当と思われます。皆様のご審議をよろしくお願いします。

これあの、○○さん、親子関係です。どうぞよろしくお願いします。 

 

議  長：5条の 2番について 12 番の津田委員の方からの立証が終わりました。本件について質疑、

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



ざいました。とりまとめたいと思います。本件について承認をされる方の挙手をお願い

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 5 条の 3 番について高野公博委員の方から立証

をお願いいたします。 

 

４番委員： 4番が 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 7月 25 日に行いまし

た。譲受人は佐伯市若宮町、○○○○有限会社、○○氏。譲渡人は奈良県北城郡広陵

町、○○氏でございます。申請農地の位置は、鶴岡町公民館、コミュニティホール鶴岡

館より南東 150ｍ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、第 2 種中高層住宅専用地域です。佐伯市大字鶴望字塚崎○○番○、地目は田、現

況は荒地、地積は 308 ㎡です。転用の目的は、譲受人が建売住宅用地として利用します。

工事計画は許可あり次第着工し、平成 28 年 1 月 30 日完成の予定です。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、申請地前の道路側溝に放流します。被害防除については、隣地とはブロッ

ク塀及びコンクリート壁があり特段支障はないと思います。周辺は住宅地となっており

ます。水利権については、小田井堰土地改良区の意見書、同意を得ています。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いたします。

以上です。 

 

議  長：5 条の 3 番について 4 番の高野公博委員の立証が終わりました。それでは本件について、

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す。挙手全員であります。

よって本件については承認をすることに決定をいたします。それから先月 5 条申請があ

りました件について、事務局の方から説明いたします。 

 

事 務 局 ：先月の 5条の 3の譲渡人、○○さん、譲受人、○○さんと○○さんの進入路の申請です 

が、結果から言いますと 7月 29 日の県の農業会議が開催され、髙橋会長も出席いただい 

ておりますが、その場で許可を頂き、許可書もすでにご本人に渡しております。この件に 

関して、当初県の南部振興局にこのような形の申請の場合は、ということでご教授を仰い 

だときに、まあ 5条申請で、譲渡人は所有者ですので○○さん、そして譲受人の方に共有 

で○○さんというように、譲り受ける方と所有者にも持分を残すという二人に持分が、と 

いうことことでしたが、そのような場合、南部振興局の指導で、譲受人の欄に、今回で言 

えば○○さんは書かなくて良いということで、ただ持分は残りは譲渡人に残るのがわかる 

からということでの指導で、先月の申請書では、譲受人は 5分の 1だけ譲り受ける○○さ 

んということでの申請でしたが、それを南部振興局の方が県庁の本課、農地農振室に送り 

ましたところ、県の方で以前は、このような場合の申請書の書き方として、譲受人は譲渡 

人を書いても書かなくてもいいというような扱いだったらしいんです。それが県下でまち 

まちになってたので、譲受人の欄に、このような場合でも譲渡人の氏名も書く、ですので 

今回の場合で言えば、2人連名の譲受人という扱いに、変更の通知が県の方で南部振興局 



にも届いてたらしいのですが、それを南部振興局の段階で認識しておらず、先月の 初の 

申請書だったんですが、南部振興局から、本課からそういう指示があったので、申請書を 

作り直して欲しいということで、急遽それを対応して、申請書を県の統一した申請の仕方、 

変更後の申請の仕方の、譲受人に、譲渡人である地主も記載するという申請書で作成して、 

それから県の農業会議での許可書も、譲受人には 2人の名前も連名で出るというような 

許可書で発行され、ご本人にお渡ししました。以上報告になりますが、よろしくお願いし 

ます。 

 

議  長：高野委員の方からわかりやすく。 

 

４番委員：ええっと。わかりましたか。あのですね、先般、5分の 1の譲受人の○○さんで申請があ

ったんですけど、譲渡人の○○さんですね、○○さんは自分の土地ですので 4 条申請を

する必要があるんじゃないかということでなかったかと思うんですけど。その場合、以

前はですね、譲受人が 5分の 1申請を出した場合ですね、全部公衆用道路ということで、

地目は譲渡人の○○さんの名前を出さなくても、その時点で公衆用道路として、地目が、

申請の 5 分の 1 だけじゃなくて全部が変わるということでよかったらしんですけど、今

後は○○さんと、譲渡人の○○さんの連名、5条申請、ちょっとおかしいと思うんですけ

ど、○○さんは自分の土地ですのでですね、本来なら 4 条申請になろうかと思うんです

が、5条申請で連名で申請、それを県が統一するということでですね、そういう関係で先

般の申請も○○さんを連名で、県の方には申請をして、許可がおりたということになり

ますので、今後はそういうことで、譲受人の方だけでなくて、譲渡人も連名で申請をす

るという県の統一の見解ということですので。だから 4 条申請はしなくていいというこ

とになっておるそうでございます。 

 

議  長：ちょっとこう中々ですね、理解しにくい部分があると思うんですが、持分が中に入って

きてるものですからね、この 5 分の 1 とかいうのは登記法上の権利の関係であってです

ね、農地法におけるその土地の転用基準とはちょっと性質が異なるという風に解釈され

ております。そういうことで、この 5 分の 1 とか入ってるのは、要するにですね、不動

産登記法の中で、まあ例えば行政で使う場合には、固定資産税とか都市計画税等ですね、

その負担割合っていうんですか、道路に係る負担割合を公平に取り扱うように、土地全

体に対してその持分割合を決定しておるということになっております。従って不動産登

記をする場合には、この許可書一つでですね、要するに持分が登記簿上入ってくるとい

うことになっておるようにあります。はい。 

 

６番委員：まあ今後のこともありますので、書き方をちょっと、申請の仕方を聞きたいんですけど。

先月の申請書を皆さん見ていただきたいんですけど。譲受人が○○さんのところを、○

○さんと○○さんの共有にするわけですね。そして譲渡人は○○○○さん。譲受人は、

○○、○○で書けばいいわけですか。私たちが今後あったときは。それでいいんですか。 

 

議  長：申請の仕方ですね。 



 

事 務 局 ：県が統一した一つの、このような場合の申請書の書き方っていうのが、5条申請で扱いな 

さい、地主さんにとっては 4条のようなものだけど、5条申請一本で扱いなさいというこ 

とで、具体的な書き方としては、譲受人のところが 2段書きになって、まあ順番どちらで 

もいいんですけど、今回でいえば、○○さん新しく持分を持つ人ですね、そしてもう一つ 

並べて、上下でもいいんですけど、地主である○○さんを書かれて、そしてその下に譲渡 

人として地主である○○さん、まあその譲受人と譲渡人の○○さんは同一人物であります 

が、そのような形で、譲受人が二人いるというような申請書の書き方に統一でという扱い 

です。 

 

32 番委員：議案書訂正するんですか、しないんですか。訂正せんでいいの。前の時は○○さんだけ

しか名前がないから、その下に○○さん、議案を訂正して出すんですか、それとも。そ

うするんやったら皆に報告せんと悪いやろ。もうせんでいいんですかね。 

 

26 番委員：もう許可書渡しとる。 

 

32 番委員：要するに農業委員会の議案書、提案をしとるんやから、それは訂正せんでいいんかって

聞きよる。議案と申請書が違うと悪かろうと思って聞きよるんです。 

 

事 務 局 ：議案の上程の後の差し替えでしたので、議案の訂正は不要かと思ったのですが。 

 

２番委員：それはいいんやけど、○○さんが○○さんに譲渡するっていうことまで書かないかんっ

てことやな。 

 

事 務 局 ：はい。 

 

３番委員：ちょっと別の手法なんですけども、先ほど 5分の 1とかいうのは登記上の持分ですので、

別のやり方とすればね、○○さんが 4 条申請で公衆用道路にして、農業委員会では許可

を受けて、その後登記上で 5 分の 1 とか、そういう持ち方する方が単純なやり方じゃな

いかと思うんですけどね。まあ農業委員会としては、県の農業委員会はそういう指導を

するっていうことやね。2段書きでしなさいっていうことなんですか。私は単純な方がよ

かろうかと思うんですけどね。 

 

議  長：わかりやすいですよね。でも一応県の見解としては、一応 5 条申請で一本でやってよろ

しいですよということになったんですね。この前の諮問会議の中でもですね、特にそう

いった質問とかもでなかったですね。 

 

３番委員：それは県の指導なんでしょうけど、本人から本人が譲り受けるっていうのは何か不合理

なような感じはしますね、はっきり言って。 

 



４番委員：逆にですね、土地自体があって、道路だけ 4条申請をする、逆に言えば。自分の土地で 5

条申請、売ったりしないのに、する必要が何であるんかと、逆に言えばですね。その理

由が、自分の土地を道路部分にするという理由が成り立たんと。5条申請、土地を売るか

ら、宅地を建てるから、道路での転用申請ということになろうかと思うんです。それで 4

条申請はしなくていいということの判断でないかと思うんです。 

 

８番委員：先月の質問の発端が私じゃったんじゃけども、今回は 5つに分けるのの一人目ですよね。

二人目以降、土地が仮に売れたときには、やっぱり契約書を作って、あなたも 5 分の 4

ある内の 5 分の 1 をＡさんに、次の方がＢさんにっていうことで、結局は 5 人が共有す

ることになる。で、譲渡人の○○さんは土地が売れてしまえば権利は０になるという仕

組みの中じゃから、やっぱり○○さんが 4条で、先ほど桑原さんが意見を述べたように 4

条で申請を 100％しといて、契約の中で一人ずつ、5人に対して、いずれ売れるでしょう

から5人に対して契約を進めていけば済むことじゃと思うんです。登記をするときにね。

だからこの○○さんちゅう方は、5条の 2番目で宅地を買い求めたわけですから、まあい

ずれ進入路っていうのは必要になります。それは 4 条で一括して○○さんが申請をしま

す。で、許可が出た後に、○○さんと○○さんが契約する段階で 5 分の 1 ずつ権利を譲

り渡すという、そういう契約書を渡せば、2 人目、3 人目、4 人目、5 人目も全てうまく

いくと思うんです。以上です。そういう方法が、今回 5 条に申請書が出ちょるから、県

はあえて 5 条でうまくいくように指導をいただいたんだと思いますけども、元々いちか

らやるんやったら 4 条で、○○さんが 4 条で 1 口だけ申請した方が、より簡単で 2 人目

以降 3人目もスムーズにいくと思います。そんな感じがするんですけども、5条にこだわ

ると、2人目 3人目の持ち主が出たときの対応はどうされるんですか。それを併せて説明

してください。 

 

事 務 局 ：まず、4条申請を出すことを第一に考えられなかったかということですね。一番 初にこ 

の申請の相談を受けたときに、それは 5条申請でしてくださいって言われたんですけどね。 

その時、県から回答をいただくけど、こちらでもいくつか調べたんですけど、その中に、 

県の質疑応答みたいな、県の会議の場の、こんな事例の時どうしますかっていうようなの 

があったので、その分ちょうど今コピー持ってるので、読み上げる形でよいですかね。 

このような場合に、4条申請なのか、とかいうような質問なんですよ。質問が、「Ａ氏が 

所有する土地の一部をＡ氏及びＢ氏の共有地とし、住居の進入路として共同利用する場合 

等の許可申請の取扱い」ほとんど同じようなケースだと思うんですが、これが会議での議 

題の質問だったんですよ。それに対する県の答えが、質問者は、Ａ氏には 4条許可申請、 

Ｂ氏には 5条許可申請の提出を求めるって聞いてたら、県じゃなくて、これ農政局の回答 

って書いてます。ちょっと長いんですけど、この通りに読んだ方が誤解がないかと思うの 

で、「Ａ氏とＢ氏が住居への進入路として共同利用するためであっても、Ａ氏が所有する 

土地の一部を分筆して共有地とする場合、Ａ氏が単独で住居への進入路とするための農地 

法第 4条第 1項に基づく許可申請をなし、許可を受けた後に共有地とすればよいのではな 

いかと考える。しかし、Ａ氏が所有する土地の一部を分筆して共有地とする場合、Ｂ氏が 

農地法第 3条第 1項本文に掲げる権利設定をなす適格がなければ、Ａ氏を譲受人、Ａ氏及 



びＢ氏を譲渡人とする農地法 5条第 1項に規定する許可申請となり、許可するべきと解す 

る。この場合にはＡ氏単独による農地法第 4条第 1項に基づく許可申請は不要というよう 

なのが農政局、国の回答で、これによって県が 4条の申請は不要ということで、それで 5 

条一本にしなさいっていうのは一番の前提条件で、その申請書は大分県の中で統一したや 

り方にしましょうっていうのが今回の訂正指導だったと思うんですよ。この回答、読み上 

げても意味わかりにくかったかもしれないんですけど、結局は 5条申請一本にしなさいっ 

ていう、国が、農政局が指導して、それに基づいて県が考えた申請書の書き方っていうよ 

うにあります。 

 

（わかりました、の声あり） 

 

３番委員：もう一つ質問いいですか。前回の件はそれでいいと思いますが、その道路については 5 

条のその申請で、その用地は全て道路用地になるわけですよね。そうなった後、今度 5 

分の２じゃない、5人のうち 2人目 3人目で売ったときには、今度はそれが公衆用道路に 

なってるんで、農業委員会の範疇ではないのでそういう申請はいらなくなって、一人だ 

け、その人だけの 5条申請でいいっていう形になるんですか。それともまたこのように 

連名でずっと出していくようになるんですか。 

 

32 番委員：ちょっとまって、公衆用道路ってなっちょんの。市道じゃないの。 

 

事 務 局 ：市道ではないです。 

 

３番委員：農業委員会の許可必要ないってこと。 

 

事 務 局 ：農地を離れるので、農地法の許可は不要です。 

 

３番委員：もう登記変えだけでいいっていうことですね。 

 

議  長：よろしいですか。はい、山本さん。 

 

20 番委員：確認いたします。先ほどご意見出ました、議案書を書き直さんでもいいのかという意見

出ましたね。私ちょっとこれ大変重要だと思うんです。っていうのが県に出すときには

この議案書のとおりに出てないんでしょ。訂正したんでしょ。 

 

事 務 局 ：訂正しました。 

 

20 番委員：だからここを変えとかんと、ここの委員会は無視してからやったんですか、結局は。そ

っちでないと通らんから、このままじゃいかんから、訂正したんならこっちを訂正して

くださいってお願いするのが筋やないんですか。 

 



事 務 局 ：すいません、私が議案書の訂正っていうことをわかっておらずに、すいません、軽く回

答してしまいました。 

 

事 務 局 ：今、事務局内で話しまして、議案書の訂正をお願いします。県への差し替えの提出どお 

り・・。 

 

27 番委員：そげな説明じゃいけんのやねんな。議案書で議長が諮ったらこういう状況になったから、 

それを事務局が書き換えて、承認もらったから書き換えて県の方に出した、ように説明 

せんといけんのやねん。皆に諮って議長がこういう結論を出したから、佐伯市の農業委 

員会がそういう方向性を出したからそれで県に報告したって皆に了解を求めれば何てこ 

とねえんよ。 

 

事 務 局 ：はい。 

 

27 番委員：そういうあれやろう。 

 

議  長：この件なんですが、非常に重要なことだろうと私も感じております。そういうことで議 

案書の訂正をしたものを差し替えというような形でさせていただきたいと思うんですが 

よろしいでしょうか。 

 

27 番委員：ちょっと待って。ここで決まったのを会長が県の方に出て行って説明して了解をもらっ 

て許可書を出しちょるんやろ。 

 

議  長：はい。 

 

27 番委員：そうすりゃあ山本さんの方わかるじゃあ。説明すりゃあ。 

 

議  長：はい。 

 

27 番委員：皆に出したのはこうやったけど、意見が相当出てから、それがこういう風になったから、 

これで県の方に出して県の方で協議した結果、こういう結論が出たということで。 

 

議  長：全くそのとおりだと思います。そのためにですね、今日経過を説明してですね、了解を 

いただいて、こういうことで県の方に進達をしましたということで、一応議案書の方の 

訂正をですね、させていただきたいということで、よろしいでしょうか。 

 

３番委員：議案書の訂正っていうのはできないと思うんです。もう一回かけ直すかどうかしないと 

できないと思いますけど。私は事務局の方にお尋ねしたいんですが、会長には専決処分 

っていう権限はないんですか。そうすればね、専決処分しましたと、で、後で報告する 

ということで、まあ普通の議会等ではそれで効力が通じるんですよね。会議を開く暇が 



なかったとかっていうようにすればですね。今ここで訂正してくださいって言ったって、 

書類上何も残らなければ困るんじゃないですか。 

 

27 番委員：前回の委員会で出したのをここで委員で揉んでから、 終的には書類と違う結論が出た 

から事務局がそれを県に、5条申請なら 5条申請の佐伯市の結果を出して、それを協議 

した結果、山本さんの言うんと違うけど、それはそれでいいんじゃねえん。 

 

３番委員：それはちょっと違うと思うんですよ。だってもう許可をもらって下げとるわけでしょ。 

事後報告するとすれば、その前に会長の専決で報告で、委員会を開く間がなかったから、 

県に訂正しましたっていうそういう専決処分書を作ってここで報告すればいいと思う 

んですよ。 

 

議  長：そのとおりですね。一応そういう処理っていうんですか、事務処理をした上でしたいと 

いう風に思います。 

 

27 番委員：委員会で決まったことを曲げてから県に報告したんじゃねえじゃろうが。 

 

議  長：いやいや、そんなことはない。 

 

27 番委員：それなら何もせんでいいじゃねえか。 

 

議  長：そんなことはしておりません。照会したうえで、正しい形でしたということですね。曲 

がった形でしたわけじゃないんです。県の方に照会をしてですね、正しい形でしたとい 

うことなんで。委員会の中では、説明してですね、一部挙手をされなかった方もありま 

すけども、半数以上の方がそういうことであればということだったと思うんですが。 

 

４番委員：いいですか。差し替えたらですね、申請書をコピーしてから配っていただいて、こうい 

う形で修正して県の方に申請しましたという形で、事後処理になるかと思いますけどね。 

そこでこういう形でということで説明を、委員会の事後承認をしていただければいいん 

じゃないでしょうか。どうでしょうか。 

 

２番委員：そもそもね、この議題がおこってからこういう説明をするから、だから皆さん納得いか 

んのやろうな。だからこれをする前にちゃんと修正をして、もう許可を得ましたという 

ことで、あとでその件については、5条が終わった後、もう一度やります。だから一番  

初の説明が抜けとったから皆こういう風になる、ね。やっぱりこれは事務局も今後とも 

気をつけていただかな困る状態になるんで、ちゃんとそういうものが事後承諾っていう 

のが、一番 初に皆さんに報告するのが筋。だからそういうことをぬかるからこういう 

問題に出てくるだけの話。だから今度から 5条たててやっていただければいいと思いま 

すよ。 

 



27 番委員：本人が確かめよるからいいじゃねえ。県の指導でやったんじゃけ。一番心配されるのは、 

5 分の 1を持った人じゃわ。将来私が言うように、競売とかになったらですよ。○○さん 

っていう地主もいつまで持っちょるかわからんのやけ。5分の１しか権利が、登記簿上は 

出らんのですから。家に入る道路も何もあったもんじゃないですよ。そこを農業委員会 

としてどうするのか、法務局が指導するのか、難しい問題が発生してくるよ。 

 

議  長：岩﨑委員が言われる５分の１の関係についてはですね、県の見解では不動産登記法上で 

すね、関係があるということで、農地法上ではいわゆる公衆用道路ということで、登録 

されますのでですね。その後に色々な問題が出たときには、そういうことで転用されて 

ますのでですね。よろしいでしょうかね。 

 

（はい、の声あり） 

 

議  長：今考えてみれば非常にまずい処理の仕方で、一番大事なところが抜けとったということ 

で、大変皆さん方にはご迷惑をお掛けしました。今後は事前に打ち合わせ等も十分行っ 

て、こういうことはできるだけないようにしていきたいというように思っております。 

よろしくお願いいたします。以上で、この件については報告し訂正をしたいと思います。 

 

６番委員：訂正の方くれるんですか。くれないとちょっと質問があるんですけど。今度このような 

問題があったときに、二人の連名でしたときに、5分の 1とか 3分の 1とかいうのも書く 

んですか。申請書に。 

 

議  長：それ、入るようになるですね。 

 

事 務 局 ：持分の記入は必要と県から言われました。 

 

６番委員：わかりました。 

 

議  長：いいですかね。（はい、の声）一旦休憩に入りたいと思います。それではですね、15 時 

45 分まで休憩をいたしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（10 分休憩） 

 

議  長：それではその他の方に入りたいと思います。 初にですね、農林課の方から農用地利用

集積計画（案）及び利用権設定の推進についてを議案にいたします。農林課の方からよ

ろしくお願いします。 

 

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ので審議をお願いいたします。今月の農 



業経営基盤強化促進法第 18 条第 1項の規定による案件は 118 件となっています。お手元 

の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 4年は、2筆、738 ㎡。契約 

期間 10 年は、116 筆、88,955 ㎡。これらを合計いたしますと、118 筆、89,693 ㎡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、それでは説明が終わりましたんですが、これについて質疑、意見がございました

ら出してください。山田委員。 

 

２番委員：ちょっとお聞きしたいんですが、利用権の設定等行う者については、農地法何かで第 3

条っていうのは、地権者本人じゃなかったら土地の売買等できないはずですよね。この場

合、農地の利用集積計画については、本人以外でも、その血筋の人でも設定をすることが

可能なんですか。そこのところをちょっと教えてください。 

 

農 林 課 ：当然今までもですね、計画（案）をあげさせていただいたときに、いわゆる 3親等、相 

続人の方であれば、こちらの方で（案）としてあげさせていただいておりますので、相続

人であれば問題ないかと思います。 

 

議  長：何か他にありませんか。（ありません、異議なし、の声あり）はい、それではですね、

この計画について承認をされる方、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。よって計画案について賛成することに決定いた

します。はい、続いて。 

 

農 林 課 ：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 

当する委員の方々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方よろしくお 

願いいたします。今回の書類の締切りは 8月 20 日の木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よろしくお願いいたします。以上です。 

 

議  長：はい、このことについて何か質問はありますか。（ありません、声あり）なければ続い

て②にいきましょう。 

 

農 林 課 ：皆さんこんにちは。農林課水田畜産係の下川です。よろしくお願いします。皆様のお手 

元に配布をしております資料で、農用地利用配分計画（案）がございますが、そちらの方 

に沿って説明させていただきます。資料を 1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。今月の案件につきましては平成 27 年 10 月 1 日開始分です。契約期間 10 年 

が 113 筆、面積で 86,712 ㎡となっております。詳細につきましては 3ページ目から記載 



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。これについて、何かご意見、ご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）ないですか。それではですね、農用地利用配分計画につい

て承認をされる方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。

それでは承認をすることに決定をいたします。 

 

議  長：それでは続いて③番の非農地証明願について、議題といたします。事務局の方から説明

をお願いいたします。 

 

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 7月 27 日に 22 番の疋田洋委員と 

事務局 2名で行いました。申請農地は、県道佐伯蒲江線の大分バス波越バス停を約 500 

ｍ程東に進んだところにある農振地域外の農地です。佐伯市大字堅田字ヲカ○○番○、 

地目畑、地積 543 ㎡。所有者は、佐伯市大字堅田の○○氏 2名の共有です。耕作放棄され 

た年月日は大正 14 年頃とのことです。現況は長年人の手が加えられず、雑草や雑木が生 

えるままの状態に放置されています。耕作放棄された理由は、昭和 27 年以前より宅地と 

一体として利用していましたが、既に畑の計上はなく、原野化した状態になっており放置 

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。この案件は 

農地法が施行されました昭和 27 年、それより以前に転用されている案件となります。農 

地法自体が成立していない時代ですので、当然違反転用となりません。許可・不許可の判 

断ができる以前のものとなります。ここでは、報告という形で承認とさせていただきたい 

と思います。よろしくお願いします。 

 

議  長：非農地証明の 1 番について説明が終わりました。担当委員からの補足説明がございまし

たら。 

 

22 番委員：ありません。 

 

議  長：それでは 1番について質疑、意見がございましたら出していただきたいと思います。（異

議なし、の声あり）なしということであります。1番について証明を発行することに承認

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

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 2番について説明をお願いしま

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 7月 27 日に 27 番の岩﨑邑次委員 

と事務局 2名で行いました。申請農地は、県道赤木吹原佐伯線のコミュニティバス鍛冶屋 

橋バス停から北に約 300ｍ進んだ大越川沿いにある農振地域外の農地です。佐伯市大字長 

谷字大鶴○○番○、地目畑、地積 324 ㎡。所有者は、佐伯市大字長谷、○○○○氏外 71 

名の共有です。耕作放棄された年月日は、昭和 40 年頃で、約 50 年程経過しております。 



申請農地は既に畑の形状はなく河川敷の一部のようになっており、雑木や草が生い茂って 

います。耕作放棄された理由は、大雨時には川が水に浸かり農地としては適さないため何 

十年も耕作者がなく耕作不能となり、そのまま放置していたことによります。今後は、現 

状のまま放置し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。よろしくお願いし 

ます。 

 

議  長： 2 番についての説明が終わりました。地元委員から補足説明がございましたら。 

 

27 番委員：事務局の説明のとおりであります。どうぞよろしくお願いします。 

 

議  長：それでは 2番について質疑、意見がございましたら。はい、2番。 

 

２番委員：ちょっと事務局教えてください。これ 72人分の共有地になってるんですけど、72 分の 1

の○○○○さんは登記は終わってるのですか。終わってなければ、全て 72 人分の承諾書

っていうのが必要になるんじゃないんかなという風に思ったのですが。そこのところの説

明をお願いいたします。 

 

事 務 局 ：○○○○さんの登記は、全部事項証明で登記に名前が連なっていることは確認しており 

ます。そして非農地証明書、大分県が発行基準等の要領を定めてるのですが、その中に共 

有の土地の場合には、所有者 1人からの非農地証明申請願でも申請できるという事務処理 

要領がありますので、それに基づいて 72 名の中に所有者として名前が入っている○○○ 

○さん 1名からの申請で非農地証明願を受付できるという扱いで、今回の申請となりまし 

た。 

 

２番委員：すいません。そしたらこの 72 分割した中で、どこでもいいっていうことですか。 

 

事 務 局 ：どこでもというか、この 1筆そのもの、全体が非農地に該当するような農地かというこ 

とで。まあその方のが 72 分割したどの部分っていうのは特定できるものではなく、非農 

地証明が該当するかどうかは、その 1筆全体を見て非農地化されているかどうかというよ 

うな見方から、というような取扱いになっております。 

 

２番委員：わかりました。この部分についてはわかりましたけれども、今佐伯市の中にね、共有地

が結構あるんですよ。そういった中で、じゃあ叔父や祖先が名前が連なってる、そしたら

そこだけ非農地願は我々でも提出できるということ、と判断してもいいんですね。 

 

事 務 局 ：今おっしゃった我々というのが、全部事項証明に記載されている方ということですか。 

所有者として。 

 



２番委員：そしたら○○○○さんは生存してるんですね。 

 

事 務 局 ：はい。 

 

２番委員：例えばこの件はＯＫなんだけども、わかりましたけども、我々今度、先祖、おじいちゃ

ん、おばあちゃんがなって、我々家系があるなかで共有地があったときに、そのじいちゃ

ん、ばあちゃんがの名前があれば、どういう風になるん。できるん。 

 

事 務 局 ：おっしゃるのは、自分のご先祖である死亡されている方が所有者として全部事項証明に 

出ている土地ということですね。そのようなときには、転用申請等と同じように、厳密に 

は、一番求めるのは相続登記に必要なものですが、もしそれが時間的に今回の申請に間に 

合わないというときにも、相続登記に必要な書類は一式揃えていただくようになっており 

ます。実際には共有地、厳しいだろうなあ、もう何十年も前のとかなったりしますが、理 

屈ではそのようになっていると県からも指導を受けております。 

 

事 務 局 ：現存しているどなたか 1名ということで申請していただくようになってると思います。 

 

議  長：はい、山本さん。 

 

20 番委員：今山田さんも言われたけど、例えばこの例で言ったら 72 名おる。誰か一人が申請すれば

いいわけ。 

 

事 務 局 ：はい。 

 

20 番委員：そしたら他の人の了承とか書類上は何にもいらんのやね。 

 

事 務 局 ：はい。そのようになっております、共有名義の場合。 

 

20 番委員：中に反対の人がおったって、誰か勝手にすりゃあなるっていうことやな。 

 

事 務 局 ：申請は反対しても、所有の権利がある人がすれば、あとの判断はその申請者が判断では 

なく、農業委員会の判断ですので。 

 

20 番委員：だけど農業委員会の判断って言ったって、全員の連名でも何にもない訳やから、中に反

対しとる人がおるのかおらんのか、もちろん反対する人はおらんと思うんやけど、確認の

しようがないわな。農業委員会で判断してくださいって言っても。 

 

事 務 局 ：判断っていうのが、申請の意思の判断ではなく、その土地に農地性があるかについての 

判断ですので。 

 



13 番委員：全くわからん私もおかしいかもしれんけど、324 ㎡っていうのは、72 分割した分の面積、

それとも 72 名分が 324 ってこと。 

 

事 務 局 ：はい、この 1筆の面積が、です。 

 

13 番委員：わかりました。 

 

議  長：他になければ採決をいたしたいと思うんですがよろしいでしょうか。（はい、の声あり）

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、挙手全員で

あります。よって本案は原案のとおり承認することに決定をいたします。続きまして 3番

について。 

 

事 務 局：非農地証明願 3番、4番、5番は近隣にあり同じような状況ですので併せて説明いたしま 

す。大変申し訳ないのですが、議案書の訂正をお願いします。非農地証明願 4番の○○ 

○○さんの不耕作となった時期ですね、約 25 年 10 ヶ月経過というように書いているの 

ですが、本人の申請書にこのような記入だったのですが、この議案書の作成のあと、う 

ちの方で現地確認をしましたところ、不耕作になったのは約 2～3年前ということですの 

で、この部分を訂正していただきたいのですが。平成 24・5 年というような。現地調査 

は 7月 23 日に 25 番の藤原安政委員と事務局 2名で行いました。申請農地は、国道 10 号 

線番匠橋から宮崎方面に向かった大分バス門田バス停から約 250ｍ程東に進んだところ 

にある農振地域外の農地です。3番の所有者は、佐伯市弥生大字門田、○○氏です。4番 

の所有者は、同じく弥生大字門田、○○氏です。5番の所有者は同じく門田、○○氏です。 

耕作放棄された年月日は、3番、5番は平成元年 9月頃で、約 26年経過しており、4番は 

2、3 年前で耕作はありましたが、周囲が約 25､26 年前に残土を入れて高くしたことによ 

り低地となり長期間が経過したため、排水が悪く不耕作とする意思表示がありました。 

大分県の定める非農地証明書発行基準、「その土地の周囲の状況から見てその土地を農 

地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合」に当てはまる 

かと思われます。現状はいずれも原野となっています。申請地は、いずれも低地に位置 

しており、3番、5番は平成元年に河川改修の残土によって高くしましたが、3箇所とも 

水はけが悪く土壌は耕作に適さないことから放置されており、現在はカヤ等の雑草に覆 

われ農地としての復元は厳しいと思われます。今後は現状のまま放置し、いずれは処分 

したいとのことです。この案件は、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」、また「そ 

の土地の周囲の状況から見てその土地を農地として復元しても継続して利用することが 

できないと見込まれる場合」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。よろしくお願いします。 

 

議  長：事務局の方から説明が終わりました。地元委員さん、補足的に説明がございましたら。 

 

25 番委員：説明はやめようかなと思っとったんですが、先ほど事務局の方から説明のあった 4番の 



件ですね、○○○○さん。皆さん、記憶にご存知だと思いますが、25 年頃からの、○○ 

さんが福祉施設を作るといった中の一部、その一部でも面積が139㎡とかなり狭いです。 

その周囲は先ほども言われたように、半公共的なことだったんですが、平成元年ごろで 

すね、その前後から河川の流露変更するために、河川の残土で埋めた地域です。それで 

足りなくて、前も申し上げましたが、土建屋さんのいわゆるトンネルを掘った残土が入 

ったんで、もちろん耕作土には適さない部分でほとんどのところを埋めております。た 

だこの○○さんの部分については、市道までの高さ、まあ他のところも埋めたところは 

市道と同じ高さになっとるんですが、身の丈以上の低地にあたります。そしてがんばっ 

て本人も作っておったんですが、一緒に埋めてはどうかと、ちょっと助言したこともあ 

ったんですが、ちょっとこだわるところあり、これについては説明控えますが、まだ作 

りたいと言うんですが、まあ持病も出てちょっと弱くなっておって、昨年あたりの水は 

けあたりで、一昨年の大雨でですね、水はけが悪く作れなくなって、現在も土地がいい 

だけ、草木の繁茂、木はですね、隣地にあります。そこはカヤとか栄養がいいだけ、身 

の丈になっております。そしてこれを耕作するには、非常に今後難しいかなと私判断し 

ました。そして地区の方もできれば埋めてもらいたいなという意向のようですので、で 

きるだけ三本一緒に証明を出していただきたいと私は思っております。以上です。 

 

議  長：はい、補足説明が終わりました。順次いきたいと思います。それではですね、3番につい

て、質疑、ご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。これ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

承認をすることに決定をいたします。続いて 4 番について、質疑、ご意見がありました

ら出してください。はいどうぞ。 

 

６番委員：質問いいですか。所有者は埋め立ては賛成しとるんですか。ちょっと今話があったもん

だから。 

 

25 番委員：昨年あたりからですね、埋め立てたらどうかと私のほうから。本人ちょっとこだわっと

ったんですが、近頃家族の方も応援できないよということで、不安になって、もう埋め

立て、原野にしていただきたいということです。それは間違いございません。 

 

２番委員：すいません。 

 

議  長：はい、どうぞ。 

 

２番委員：今事務局のほうも説明があった、2の３の２っていうのは、1以外の場合であってもその

土地の周囲の状況から、その土地を農地として復元しても継続して利用することができ

ないと見込まれる場合、に該当する。この文言ちょっとおかしいんで、ほたくったら誰

でも命とりになる。こいつはちょっと除外して、森林の様相を呈しているとか、雑草と

かにした方がいいんじゃないん。誰もがほたくるで。非農地になるで。非農地としては



いいんじゃないかな。私はその意見も聞いたし、それは賛成しますけども。ちょっと文

言は変えたほうがいいかな。 

 

議  長：他にありませんか。（異議なし、の声あり）ないようにありますので、4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、ありがとうございました。

挙手全員であります。よって 4番は原案のとおり承認をすることに決定をいたします。5

番について、質疑、意見がございましたら出してください。（異議なし、の声あり）な

いようにありますので、採決をいたしたいと思います。本案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 6

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 6番について説明いたします。現地調査は 7月 28 日に 23 番の谷川享宏委 

員と事務局２名で行いました。申請農地の位置は、佐伯市蒲江森崎浦の市立森崎保育園 

前市道を東へ 100ｍ程行き左折し、50ｍ程行ったところにある農振地域内の農地です。佐 

伯市蒲江大字野々河内浦字江川○○番○、地目畑、地籍 896 ㎡、同じく蒲江大字野々河 

内浦字江川○○番○、地目畑、地籍 305 ㎡。所有者は佐伯市蒲江大字猪串浦の○○氏で 

す。耕作放棄された年月日は、平成元年 10 月頃で約 27 年経過しており、現状は荒地と 

なっており、今後は現状のままで利用する予定とのことです。耕作放棄された理由は、 

平成元年より民宿を経営しており農業との両立ができず放置していたことによるとのこ 

とですが、谷川享宏委員と事務局 2名で現地調査を行ったところ、申請地は荒地となっ 

ていますが、草刈機で刈れば農地に復元できる程度の草と思われますので、非農地には 

該当しない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：谷川委員のほうから補足的に説明があれば。 

 

23 番委員：28 日の日に事務局と 3名で調査したんですけど、今事務局が言ったとおり、草刈機とト 

ラクターがあれば十分に畑になるということで、私が 29 日の日に○○さんの代理人であ 

ります不動産屋に行きまして、まあ却下するということを激しく申しましたけれども、 

どうしても 1回だけ、却下されてもいいから申請するというようなことで、申請もらっ 

たわけです。私は非農地には反対です。よろしくお願いします。 

 

議  長：今、事務局、地元委員らの説明がありました。何か質疑、ご意見がありましたら。 

 

７番委員：ちょっといいですか。 

 

議  長：はい。 

 

７番委員：7番の池田です。土地の形なんかを見ると、耕地整理されたような土地に見えるんですけ 

ど、どんなもんなんですかね。 



 

23 番委員：20 年位前に、蒲江町時代に耕地整理されたとこなんですよ。それで耕地整理したときに

土が足りないということで山の土を入れたんですけど、石ころ入れてから、トラクター

も入らんっていうような状態やったんですけども、まあ花は枝を植えたりとかしてると

ころもありますので、私はこの件に関しては却下してもらいたいという風に思います。 

 

議  長：何か質疑ありますか。それではですね、特にないようにありますので、採決をいたした

いと思います。先ほど説明ありましたことについて、承認をされる方、 初に挙手をお

願いいたします。それじゃあ、却下をすることに承認の方。（挙手多数）よろしいです

か。本件については却下をすることに決定いたします。それでは続いて、非農地証明 7

番について。 

 

事 務 局：非農地証明 7番について説明いたします。現地調査は 7月 27 日に 34 番の三又勝弘委員 

と事務局 2名で行いました。申請農地の位置は、佐伯市鶴見有明浦の県道梶寄浦佐伯線 

の大分バス帆波バス停を西へ 300ｍ程松浦方面に戻った県道ぎわの山に迫った所にある 

農振地域外の農地です。佐伯市鶴見大字有明浦字久保浦○○番○、地目畑、地籍 64.48 

㎡。所有者は、佐伯市蒲江大字畑野浦の○○氏です。耕作放棄された年月日は、昭和 42 

年頃とのことです。この土地は、平成 15 年 6 月に大分県の所有から個人、申請人である 

○○氏に売買されましたが、登記地目は大分県所有の折にも畑となっておりそのまま所 

有権移転されましたが、現況は県道の道路敷となっております。今後は申請地の背後に 

位置する自己所有の原野等の進入路として利用したいとのことです。以上のような状況 

ですので、農地には該当しないと思われますので皆様のご審議をお願いいたします。 

 

議  長：はい、事務局からの説明が終わりました。地元委員から補足的にご意見があれば。 

 

34 番委員：事務局の言うとおりであります。 

 

議  長：それでは 7番について質疑、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、それではですね、取りまとめしたいと思います。非農地証明 7番について 

承認される方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す。挙手 

全員であります。よって本案については原案のとおり証明を発行することに決定をいた 

します。以上で非農地証明については終わりますが、1番、2番、3番、7番については、 

申請どおり非農地証明を発行することに、6番については却下ということで、取り扱いを 

いたしたいと思います。以上で非農地証明につきましては終わります。それではその他 

のですね、4番「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、お 

願いします。 

 

事 務 局：それでは皆さんお疲れ様でございます。平成 28 年度の佐伯市農政施策に関する建議とい 

うことでございます。先月の農業委員会で、本日の農業委員会までに提出をお願いいた 

しておりました。本日までに、髙橋会長、谷川委員さん、それから大友委員さんの方か 



らご提出をいただいております。本日お持ちいただいている委員さんにつきましては、 

帰りにでも私のほうに提出をいただければと思っております。よろしくお願いいたしま 

す。以上でございます。 

 

議  長：何か質問とかありますかね。よろしいでしょうか。（はい、の声あり）じゃあ次に行き 

たいと思います。次に報告及び連絡事項ということで、 初にですね、「平成 27 年度佐 

伯市農業委員会県外視察研修について」。 

 

事 務 局：それではご説明いたします。委員さんのお手元のですね、出欠確認表というのをご覧い 

ただきたいと思います。確認の意味で、これまでにご欠席というご報告をいただいてお 

ります委員さんにも、皆さんにお配りをいたしております。その表でいきますと、ねず 

み色に色付けしている委員さんが、今回県外視察に参加していただく委員さんでござい 

ます。3番委員の桑原委員さんについては、本日、所用により欠席というような報告を先 

ほど受けましたので、ご欠席ということであります。現在、委員さん総勢 19 名出席をい 

ただける予定となっております。それから、禁煙、喫煙ということでですね、その部屋 

を予約したいと思っておりますが、喫煙という風に入っている委員さん、それからもし 

タバコを吸われますが名簿の欄に喫煙というような言葉が入ってない委員さん、ござい 

ませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは本日を持ちましてですね、8月 26、 

27 日の県外視察研修については、一応出席者の 終集約ということにしていただきたい 

という風に思っております。よろしくお願いします。それから本日お配りしております 

裏の面にですね、当日の集合場所を記載をいたしております。先般の農業委員会の中で、 

どこか視察等に行くときは、待ち合わせ場所は消防本部の場所がいいんじゃないかとい 

うご意見をいただきまして、佐伯市消防本部の西側になります。斜線の部分につきまし 

ては、普通救命講習があるということで、普通車 2列分は停めないでほしいと消防本部 

から言われております。ねずみ色に色付けをした東側の部分に駐車をお願いいたしたい 

と思います。午前 6時 30 分に出発をいいたしますので、参集方よろしくお願いをいたし 

ます。以上でございます。 

 

議  長：それではですね、まだしばらく日にちがありますけども、この猛暑の中です。ひとつ体 

調に十分注意されて、快調の中で行っていただきたいと思っております。それでは次に 2 

番の平成 27 年度の農業委員地区別セミナーについて、お願いします。 

 

事 務 局：それでは、来月 9月 2日になります、農業委員地区別セミナーについてご説明いたしま 

す。来月の農業委員会につきましては、地区別セミナーが午後から竹田のほうで開催を 

されるということになりましたので、農業委員会の日程を 2日の午前 9時から、という 

ことで変更をさせていただいております。委員さんに先日ご案内をする中で、都合によ 

りご欠席の委員さんにつきましては 8月 4日までにお知らせいただけませんかというこ 

とでお願いしております。それで本日までに、32 番の高司富博委員さん、34 番の三又勝 

弘委員さんにつきましては所用により午後のセミナーについては出席できないというよ 

うな報告をいただいておりますが、その他の委員さんで 2日の午後ですね、出席されな 



い委員さん、今お聞きします。岩﨑委員さん、桑原委員さん、疋田委員さん、守田委員 

さん、河野弘光委員さん、あとよろしいですかね。今確認しましたところ、3番の桑原委 

員さん、5番の守田委員さん、21 番の河野委員さん、22 番の疋田委員さん、27 番の岩﨑 

委員さん、32 番の高司委員さん、34 番の三又委員さん、欠席ということでございます。 

その他の方は出席いただけるということでよろしいですか。（はい、の声あり）よろし 

くお願いします。当日につきましてはですね、終わる時間にもよるんですけど、竹田が 

13 時 30 分からということで、農業委員会が終わりまして時間がございませんので、大変 

窮屈なことで申し訳ないんですが、バスの中で昼食をとっていただきながら移動になる 

んじゃなかろうかと思いますので、よろしくお願いをいたします。以上でございます。 

 

議  長：よろしいでしょうか。質問等ありませんか。（なし、の声あり）それでは次に行きます。 

農業者年金加入推進強化要領ということで。 

 

事 務 局：それでは、農業者年金加入推進強化月間推進要領についてご説明いたします。趣旨につ 

きましては、ご一読いただければと思います。強化月間につきましては、今月、8月の 1 

ヶ月間となっております。強化月間目標ということで、農業委員さんの方にご協力いた 

だいて普及にご協力をいただきたいという風に思っております。それから普及拡大方策 

でございますが、④番の市報についてはですね、8月 15 日号に農業者年金についての記 

事を掲載をする予定でございます。それから⑤番のケーブルテレビ等を活用した制度の 

普及・啓発については、8月 17 日から 9月の末まで、約 40 日間、ケーブルテレビを使っ 

た文字放送での周知を図ってまいりたいと思っております。以上でございます。よろし 

くお願いいたします。 

 

議  長：よろしいでしょうか。それでは以上でですね、本日の会議に付すべき事項は終わりまし 

た。皆さん方の方から何かあれば。よろしいでしょうか。以上で終わりたいと思います。 

 

事務局長：皆さん、大変お疲れ様でございました。次回の開催日は 9月 2日の水曜日、午前 9時か 

ら、ここです。そして昼からは地区別セミナーの方にお願いします。場所については、 

向こうの部屋になると思いますので、お願いします。それでは閉会の挨拶を副会長から 

お願いします。 

 

37 番委員：皆さん長時間お疲れ様でした。これで第 8 回の佐伯市農業委員会を閉会いたします。暑

い時期ですので、熱中症などにならないように、十分水分を摂って過ごしていただきた

いと思います。どうもお疲れ様でした。 

 

（１６時 4０分閉会）  

 

 

 

 


