
平成 27 年第 9回佐伯市農業委員会議事録 

 

日  時： 平成２7年 9月 2日（水曜日） 9時 00 分～ 11 時 10 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   9 番 矢野 誠一    

      10 番 白田 一男  11 番 岡田 安代    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    22 番 疋田 洋    23 番  谷川 享宏       

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

28 番 小野 隆壽   29 番 畠野 巌      31 番 河野 俊雄   32 番 高司 富博       

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

欠席委員： 3 番 桑原 慶吾   12 番 津田 幸喜  19 番  三原 眞喜夫 30 番 河野 一正        

      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 25 号 農地法第 3条の規定による許可申請について 

議案第 26 号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第 27 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 

      

 報告及び連絡事項 

     (1)「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 

     (2) 農地利用状況調査について 

     (3) 平成 27 年度農業委員地区別セミナーについて 

     (4) 第 39 回大分県農業際（農・林業部門）の開催について 

           

 

 

事務局長：皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、ただ今から平成 27 年第 9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、12 番の津田幸喜

委員さん、19番の三原眞喜夫委員さん、30 番の河野一正委員さん、36 番の五十川覺委員

さんです。農業委員 37 名中本日の会議の出席者は、3２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、８月 28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：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：農業委員会会議規則の 6 条によりまして、私のほうで議長を勤めさせていただきます。

それでは本日の議事録の署名人を指名いたしたいと思います。32 番の高司富博委員、33

番の吉良勝彦委員にお願いします。それでは、議事に入る前に事務局の方から提案をお

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 5件です。田 1,606

㎡、畑 2,296 ㎡、面積、計で 3,902 ㎡です。農地法第 4 条、件数が 3 件です。田はあり

ません。畑 525 ㎡、面積、計 525 ㎡です。農地法第 5条、件数が 8件です。田 1,984 ㎡、

畑 3,886 ㎡、面積、計 5,870 ㎡です。合計件数、16 件です。田 3,590 ㎡、畑 6,707 ㎡、

面積、計で 10,297 ㎡です。以上提案いたします。 

 

議  長：それでは議事に入ります。３ぺージをお開きいただきたいと思います。農地法第 3 条に

よる許可申請書の審議に入りたいと思います。3 条の 1 番について、36 番委員の五十川

委員の方が今日は欠席をされておりますので、25 番の藤原安政委員の方からお願いいた

したいと思います。 

 

25 番委員：25 番が代読します。36 番が第 3条の 1を立証します。本件は売買による所有権の移転で 

（代 読）す。調査は 8 月 25 日に行いました。申請農地の位置は、弥生門田国道 10 号線から門田

山梨子線に入り 1.5km 進んだところを左折し、更に細田線に入りトンネルを出て約 100

ｍのところを右折し、600ｍのところにある農振地域内の農地であり、現況は田でありま

す。佐伯市弥生大字細田字細田○○番○、面積は 266 ㎡。譲渡人は、佐伯市本匠大字笠

掛に在住する○○氏、62 歳無職、2 分の 1 持分。もう一人あります。埼玉県入間市大字

新光に在住する○○氏、73歳、主婦、2分の 1持分の 2名です。譲受人、○○氏、58 歳、

団体職員で、この方は佐伯市弥生大字細田○○-○に在住しております。主として農業に

は、母 79 歳と○○氏が休日に従事する第 2種兼業農家です。農機具は、軽四１、トラク

ター１、田植、及び収穫は作業委託しています。耕作面積は、43.20ａで弥生の下限面積

40ａ以上保有しており、耕作すべき農地は全て耕作しています。本件は○○氏、○○氏、

○○氏の合意であり、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。以上許可基準に照合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 2５番の藤原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）異議なしの声がありました。

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）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４番が藤原委員が担当でありますので、3条の 4番を先にいきたいと思い

ます。藤原委員の方から立証をお願いしたいと思います。 

 

25 番委員：25 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 27 年 8

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

って約1.8ｋｍ進み、信号機を左折し久土集落入り口から日豊線を渡りさらに300ｍ進み、

旧日豊本線久土踏切を南に約 80ｍ進み右折した、住宅と耕地と市道・生活道に囲まれた

場所です。佐伯市弥生大字江良字池ノ尻○○番、地目畑、現況畑で不耕作。面積 966 ㎡。

譲渡人は、佐伯市弥生大字江良に在住する○○氏。譲受人は、佐伯市弥生大字江良に在

住する○○氏です。譲受人の家族状況は、本人 68 歳と妻 65 歳の 2 人です。労働力は、

主に本人夫婦が耕作にあたり、水稲における農繁期には子どもが補助的に手伝いに来ま

す。経営は 44ａを主とし、野菜８ａを耕作する第 2種兼業農家で、すでに 52ａ耕作して

います。また申請農地の通作距離は自宅から数十メートルで、耕作には便利で、現在栗

を植栽する予定です。農機具の所有状況は、管理機、草刈機を保有していますが、トラ

クターや水稲における大農具はすべて○○氏の機具を借用します。権利取得後は、借地

の田、4.42ａを含め耕作面積は 62.12ａとなり、当地区の下限面積以上耕作することにな

ります。本件は○○氏と○○氏の合意の売買でありで双方とも了解しています。なお、

○○氏と○○氏は親子の関係にあります。小作権及びその他の権利設定は本件にはあり

ません。申請農地周辺への農業上の支障は何ら考えられません。以上許可基準に照らし

て許可相当と思いますので、ご審議をお願いいたします。 

 

議  長：3 条の 4 番につきまして 25 番の藤原委員の方から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。取りまとめたいと思います。4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）ありがとうごいざいました。挙手全員であります。よって本

件は原案のとおり許可をすることに決定をいたします。それでは続いて 3 条の２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 3 条の２番を立証します。本件は贈与による所有権の移転です。調査は 8 月 25

日に行いました。申請農地の位置は、野々河内集会所より南へ 200ｍのところにあり農用

地外の土地であり、現状はハウスで菊を栽培しています。佐伯市蒲江大字野々河内浦字

下津留○○番、地積は 876 ㎡です。譲渡人は宮崎県延岡市北浦町古江の○○氏。譲受人

は佐伯市蒲江大字野々河内浦の○○氏です。譲受人の家族状況は、本人 75 歳、妻 76 歳、



長男 47 歳で、主として本人と長男が農業に従事しており専業農家です。通作距離は家の

前で耕作は可能です。農機具の所有状況は、トラクター、軽トラック、動噴、消毒機等、

農業経営に必要な農機具は持っています。耕作面積は 30.85ａで、蒲江の下限面積 20ａ

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。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。以上許可基準に照

らしまして許可相当と思われますので、皆様のご審議をお願いいたします。 

 

議  長：3条の２番について谷川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。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）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。それでは続きまして、同じ所なんですが、谷川委員の方から 3 番について

立証をお願いいたします。 

 

23 番委員：23 番が 3条の３番を立証します。本件は無償譲渡による所有権の移転です。調査は 8月

25 日に行いました。申請農地の位置は、野々河内集会所より北へ 500ｍのところにあり

農用地外の土地であり、現状は荒地です。佐伯市蒲江大字野々河内浦字タルハン○○番

○、外 1 筆、地積は合計 454 ㎡です。譲渡人、佐伯市蒲江大字野々河内浦の○○氏。譲

受人は宮崎県延岡市北浦町古江の○○氏。譲受人の家族状況は、本人 77 歳、妻 71 歳、

長男夫婦、子ども 2 人の 6 人家族で、主として本人、妻、雇用人 3 人で従事しており、

第 1種兼業農家です。通作距離は車で 30 分で通えるので耕作は可能です。農機具の所有

状況は、耕運機、軽トラック、動噴、草刈機、乾燥機等、農業経営に必要な農機具は持

っています。耕作面積は 29.79ａで、蒲江の下限面積 20ａ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。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○○氏の無償譲渡であり、双方とも合意しています。小作権及びその他

の権利設定は本件にはありません。以上許可基準に照らしまして許可相当と思われます

ので、皆様のご審議をお願いいたします。 

 

議  長：3番について谷川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。はい。 

 

27 番委員：事務局にお尋ねしますが、この○○○○氏は北浦町で製材業を行っておりますね。そし

て年が 77 歳、そして自分の財産を 2番で子どもに渡すという申請が出ております。そし

て今度同じ野々河内にある土地を 77 歳の○○○○が買うという。ここは○○○○さんが

お金を出しても、○○○○さんっていうんですか、この人にいくような指導はできなか

ったか。 

 

23 番委員：これは売買じゃなくて無償譲渡です。 

 



27 番委員：無償。その人に無償じゃ渡されんの、子どもの方に。 

 

事 務 局 ：最初の 2番の方と兄弟です。とりあえず○○さんと○○さんは兄弟です。 

 

27 番委員：○○さんって言う人は○○○○と兄弟か。 

 

事 務 局 ：ぜんぜん。 

 

27 番委員：他人やろう。77 歳の○○じゃなくて、○○さんに渡されんかったんかって言いよるんよ。

そこじゃ俺の質問は。それを事務局が指導できんかったんかって。また先々の農業委員

会にこれ出てくるじゃねえ。 

 

事 務 局 ：もともとですね、今回の土地なんですけど、かなり昔から譲受人の方が管理しとったよ 

うな形で、自分たちの前の前の代くらいからということで、一回時効取得の指導はさせ 

ていただいたんですけども、そこは関わってる司法書士さんなりがせんっていうことで 

今回 3条の申請出てきております。実際に弟さんとですね、今回の譲受人の方のやって 

る農業のあれがぜんぜん違うということで、それぞれでやってるということなので、今 

回は譲受人の方がそのまま所有権を受けるということでの話で。 

 

27 番委員：今の事務局の説明では、前々からというから、前々から金が動いておれば、20年以上た

てばもうそのまま農業委員会にかけんで、手続きすれば 20 年以上前に取引があっている

よと。そしたらもう登記がそのままできるですね。ということは知っちょるな。 

 

事 務 局 ：そのお話をですね、受け付ける前にさせていただきました。ご相談があった時点で。 

 

27 番委員：ここはどうして○○○○さんっていう人は○○○○の弟って言うたのう。その人に指導

ができんかったんかって聞きよる。それがはっきりすりゃあいいわ。 

 

事 務 局 ：弟さんの方が菊栽培を専門でやっててですね、今回お兄さんの方もぜんぜん違う形態で 

農業をやってるということで、自分がしますということでですね、そこはご本人の意志も 

ありましたので、はい。 

 

議  長：他にございませんか。（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、

ここでとりまとめたいと思います。３番について賛成の委員の挙手をお願いいたします。

（挙手全員）挙手全員であります。よって本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、5 番について 15 番委員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 3 条の 5 を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 8 月 26 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、県道 609 号、上爪清見園線に



右折し、宇目方向に向かい宇目、直川なかよしトンネルを抜けて 400ｍ行った右側にあり、

農振地域内の土地で、登記地目は田、現況は荒地ですが周囲を獣害防護柵を設置してい

ます。申請農地は、佐伯市宇目大字塩見園字大三○○番○、及び○で地積は 2筆合計 1,340

㎡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、第 2種兼業農家です。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、コンバイン、散粉

機、乾燥機、軽トラック、各々1台を所有しています。耕作は 1人で行います。申請農地

は譲受人所有農地の隣地で、取得後の耕作面積は 61.24ａで宇目地域の下限面積 40ａ以

上となり、耕作すべき農地は全て耕作します。農地取得後は米作りを行います。本件は

○○氏が病気のため、継続して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。小作権及びその他の権利設定は本件にはありません。申請

農地周辺地域への農業上の支障は何ら予想されません。以上許可基準に照らしまして許

可相当と思います。よろしくご審議をお願いします。 

 

議  長：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。とりまとめたいと思います。5番について賛成の委員の挙手をお願いいたし

ます。（挙手全員）挙手全員であります。よって本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条の規定による許可申請書は終わります。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 番につきまして、20 番の

山本委員の方から立証をお願いいたします。 

 

20 番委員：立証する前にちょっと図面を見てください。この土地は何もなければ本来 2 種農地の条

件を満たしていると思います。ただ、昭和 37 年の 3 月 29 日の土地改良法によるところ

の換地処分によるところの農地ですので、これ 1 種をはずれないそうです。ただ 1 種農

地は原則的に転用できないということになってますけど、特例の集落接続地であれば可

能だというこの特例を適用して、今から立証させてもらいます。20 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 8月 24 日に行いました。申請人は、佐伯市宇

山地区に在住する○○氏、これは申請時の住所で、申請後そこに書いている池田の方に

転居しております。転用の目的は、申請人は現在借家に住んでいるので、この農地を転

用し、建築面積51.43㎡の木造二階建ての住宅を建築するための敷地として使用します。

申請地の位置は、佐伯市宇山地区の県道佐伯蒲江線の堅田橋の北 150ｍから東に約 100ｍ

離れた場所に位置しています。申請地は、佐伯市大字長良字宇山○○番、地目は田、現

況は不耕作地、地積は 279 ㎡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 1 種に該当します。工事計画は、許可あり次第 10 月 30 日着工し、翌年 1

月 11 日完工予定で、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。排水については集落排水に接続しますの

で支障はありません。被害防除につきましては、東側は住宅、西側、南側は不耕作地の

畑、北側は市道に面しておりますが、何ら被害は予想されません。隣接地との境界につ

いてはコンクリート擁壁を施工します。水利権に関しましては宇山土地改良区より農地



転用について何らさしつかえない旨の意見書が添付されております。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お願いします。以上です。 

 

議  長：4条の 1番について山本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。（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。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）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。続きまして 2 番について 6 番の木許委員の方から立証をお願いいた

します。 

 

6 番委員：6番が 4条の 2番を立証します。立証の前に地図を見てください。次の 5条の 1番の説明

とだぶりますけど、川沿いに赤い線で○○-○と○○-○というのがあると思いますけど、

境目がないんでですね、今回の 4 条申請の分は、○○の 3 分の 2 ぐらいのとこに線を引

いていただいて、そこが○○-○です。それと○○の上と７班の間にですね、川があって

道路があるんです。この地図にはないですから、ここ道路を入れとっていただきたいと

思います。それでは６番が４条の２番を立証します。本件は農地の転用です。調査は 8

月 22 日に行いました。申請人は、佐伯市鶴岡西町 1丁目に在住する○○氏です。申請農

地の位置は、JR 日豊本線のガード下の県道佐伯・津久見線を脇方向に約 150ｍ先にある

Ｙ字路を左方向に進んですぐ左側にある農振地域外の農地で、農地の区分は第3種です。

佐伯市大字鶴望字一町田○○番○、地目は畑、現状も畑、地積は 101 ㎡です。転用の目

的は、申請人が貸駐車場として使用するため今回申請するものです。工事計画は許可あ

り次第着工し、12 月 31 日までに完工の予定です。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。雨水は自然流下するので支障はありません。被害防除に

ついては、東側と西側は農地、北側は市の管理地で車両の通行を許可されています。南

側は今回申請人が 5 条申請で購入し一体化して貸し駐車場とするので、何ら被害は予想

されません。水利権はありません。以上、転用許可基準に照らした結果、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２番について６番の木許委員の方から立証が終わりました。本件について、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。本件について原案のとおり承認することに賛

成の委員の挙手をお願いいたします。（挙手全員）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。続きまして４条の 3 番について２番

の山田委員の方から立証をお願いいたします。 

 

２番委員：２番が４条の３番を立証いたします。本件は農地の転用です。調査は平成 27 年 8 月 23

日に行いました。申請人は佐伯市城南町の○○氏です。職業は公務員です。申請農地の

位置は城南公民館を西に 15ｍ行った左側にあり、農振地域外の土地で区分は第３種です。

地域区分は都市計画第 2 種になります。佐伯市城南町○○番○、地目は畑、現況宅地、

地積は 145 ㎡です。転用の目的及び現況、先ほど宅地といいましたけど、宅地について



説明いたします。この土地に一般住宅を建築したものであります。この土地は、申請人

の父の死亡によって相続したものでありますが、申請人の父が生前隠居部屋及び一般住

宅を建設して住んでおりましたので、農地である認識はなく、今年の 4 月に一般住宅を

建築し登記時に農地であることが発覚いたしました。そのため始末書を添付しての申請

であります。申請目的は確実であり、計画面積、位置は適当であります。すでに住宅と

して利用しておりますので被害等は予想されません。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いたします。 

 

議  長： 3 番につきまして 2 番の山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。本件について原案のとおり承認する方の挙手を

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

をすることに決定をいたします。続きまして 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。1番について 6番の木許委員の方から立証お願いいたします。 

 

6 番委員：6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 8月 22 日に行いました。

譲渡人は佐伯市鶴岡町 3 丁目に在住する○○氏です。譲受人は佐伯市鶴岡西町 1 丁目に

在住する○○氏です。申請農地の位置は、JR 日豊本線のガード下の県道佐伯・津久見線

を脇方向に約 150ｍ先にあるＹ字路を左方向に進んですぐ左側の門前川管理道に接した

農振地域外の農地で、農地の区分は第 3 種です。佐伯市大字鶴望字一町田○○番○、地

目は畑、現状も畑、地積は 42 ㎡です。転用の目的は、譲受人が所有する隣接地と共に、

貸駐車場として使用するため今回申請するものです。工事計画は許可あり次第着工し、

12 月 31 日までに完工の予定です。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。雨水は自然流下するので支障はありません。被害防除については、東側

は農地、西側と南側は門前川の管理道、北側は譲受人が今回 4 条申請する土地で、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：1番につきまして 6番の木許委員の方から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。本件について賛成される委員の方の挙手

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

認をすることに決定をいたします。それでは 2番につきまして 18 番の田嶋委員の方から

立証をお願いいたします。 

 

18 番委員：18 番が 5 条の 2 番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 8 月 25 日に行いま

した。譲渡人は、佐伯市蒲江畑野浦に在住の○○氏です。譲受人は、同畑野浦に在住の

○○氏です。転用の目的は、駐車場用地としてこの農地を買い受けて転用するものです。

申請地の位置は、佐伯市畑野浦地区の市場前バス停より南に 20ｍ離れた場所に位置して

います。申請地は、佐伯市蒲江大字畑野浦字小浦浜下ノハゲ○○番○、登記地目は畑、



現況は荒地、地積は 196 ㎡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 10 月 15 日着工し、平

成 27 年 11 月 15 日完工の予定です。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。用排水については進入路

を造る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、東側

道路、北と南側宅地、西側は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、すでに石積と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：2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 3番について 14 番の清水委員の方から立証をお願いいたしま

す。 

 

14 番委員：14 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 8 月 23 日に行いま

した。譲渡人は佐伯市大字戸穴の○○氏、兄弟です。持分は 2 分の１ずつです。譲受人

は佐伯市弥生大字大坂本の○○氏です。職業は大学院研究員です。転用の目的は、進入

路及び駐車場用地です。今、古い民家がありますが、これを「生活文化研究所」とし、

事務所兼自宅として再生するので、その活動に参加する来客用の駐車場が必要になるた

めでございます。申請地は佐伯市大字戸穴の河内公民館より北へ 200ｍの場所に位置して

おります。申請地は、佐伯市大字戸穴字其田○○番○、地目は田、現況は荒地、面積は

937 ㎡です。農地の区分は第 2種に該当します。被害防除については、東側と南側は荒地

と市道ななっております。北側は畑で、西側は申請人の土地で被害はありません。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方

のご審議をお願いいたします。 

 

議  長：3番について１4番の清水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。（異議なし、の声あり）異議なしの発言が

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）はい、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。それでは続きまして、4 番について 16 番の杉谷委員の方から

立証お願いいたします。 

 

16 番委員：16 番が 5条の 4番を立証します。本件は、宿泊施設建設用地、借人が宿泊施設を建設す 

るためです。調査は平成 27 年 8 月 22 日に行いました。貸人は佐伯市米水津大字浦代浦 

に在住する○○氏です。借人は大分市西新地 2丁目、○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○理事長、○○氏です。転用の目的は、宿泊施設建設用地、借人が宿泊施設等を建 

設するためです。申請地の位置は、佐伯市米水津大字浦代浦、学校前跡地のすぐ前に位 



置します。申請地は、佐伯市米水津大字浦代浦字間越○○、畑で現状は非耕作です。面 

積は 988 ㎡です。農地の区分は第 2種です。工事計画は許可あり次第着工します。平成 

27 年 10 月 10 日から平成 28 年 3 月 31 日までです。権利の種類は賃借権を設定します。 

施設建設費用は○○○○からの助成金ですべて対応します。申請転用地周辺には農地が 

ない。また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よろしくお願いします。 

 

議  長：4番について１6番の杉谷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）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をすることに

決定をいたします。それでは 7 番も杉谷委員が担当ですので、続けて立証をお願いいた

します。 

 

16 番委員：16 番が 5条の 7番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は平成 27 年 8月 22 日 

に行いました。譲渡人は○○○○○氏で、○○○○○は○○氏です。譲受人は大分県佐 

伯市米水津宮野浦、○○氏です。転用の目的は、譲受人が物置用地として利用する計画 

です。水利権はありません。申請地の位置は、佐伯市米水津宮野浦公民館より北に 100 

ｍ程入ったところに位置します。申請地は佐伯市米水津大字宮野浦字小川○○番地○、 

登記地目は畑で現状も畑です。面積は 94 ㎡です。農地の区分は第 2種です。工事計画は 

許可あり次第着工します。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、転用目的、位置等は適当であります。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：7番について１6番の杉谷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）はい、挙手全員であります。よって本案は原案のとおり承認をすることに

決定をいたします。それでは続きまして 5番について 20 番の山本委員の方から立証をお

願いいたします。 

 

 

20 番委員：20 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 8月 24 日に行いま 

した。譲渡人は、佐伯市柏江区に在住する○○○氏です。譲受人は、佐伯市新女島区に在 

住する方で、○○氏です。転用の目的は、譲受人は、現在電気・水道工事業を営んでいま 

すが、この農地を取得し、車両 3台の駐車場及び砂、砂利等の約 3㎥の資材置場、工事残 

土約 5㎥の借置き場にする計画です。申請地の位置は、県道佐伯蒲江線の宇山停留所より 

東に県道長良木立線を約 900ｍ行った右側に位置しています。申請地は、佐伯市大字長良 

字後田○○番○、地目は田、現況は不耕作地、地籍は 691 ㎡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、11 月 1 



日に着工し、翌年3月 31日完工の予定で、県道の高さまで嵩上げし隣地との境界より30cm 

ほど控え、土羽施工します。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 

りますが、この件に関しましては農地法の転用許可を受けずに平成 27 年 4月 15 日より土 

の搬入を行ったことを反省し、譲渡人からの始末書が添付されております。工事は現在停 

止しております。排水については雨水のみですので支障はありません。被害防除について 

は、北側は県道、東側は田、西側は農道を隔てて田、南側は不耕作地の田に面しておりま 

すが何ら被害は予想されません。隣接地との境界についてはすでにコンクリートの畦が施 

工されています。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：5番につきまして山本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。はい。 

 

27 番委員：今の山本委員の説明で、この道路を県道って 2 回説明しましたが、これは県道ではなく

て市道だと思います。県道は、川を挟んで江國寺さん側にあるのが県道だと思います。

市道というように変えていただかないとおかしいと思います。それからこれはもう途中

で説明があったが、砂利で埋めてから、あんなとこ埋めちょるがなあってこの前私見た

んですが、山本さんが正直に説明したんでよかったと思いますが。以上です。 

 

議  長：それでは、立証の中で県道を市道ということで訂正をいたします。他にありませんか。

（異議なし、の声あり）それでは他にないようですので、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をすることに決定をいたします。それで

は続きまして 6番について 7番の池田委員の方からの立証をお願いいたします。 

 

7 番委員：7番が 5条の 6番を立証いたします。本件は所有権の移転です。調査は 8月 23 日に行い 

ました。譲渡人は、佐伯市池船に在住する方で、○○氏です。譲受人は、佐伯市大字長谷 

に在住する方で、○○氏です。転用の目的は、譲受人がこの農地を買い受け、太陽光発電 

施設を建設する計画です。申請地の位置は、佐伯市大字木立大野東区大野地区の県道色 

利・宮野浦線の松浦越バス停より南に約 500ｍ離れた場所です。申請地は、佐伯市大字木 

立字大野○○番○、登記地目は畑、現況は原野です。地積は 2,566 ㎡です。農地の区分に 

ついては農振地域外の農地で、農地の区分は第 2種です。工事計画は、平成 27年 10 月 10 

日に着工し平成 27 年 11 月 30 日完工予定です。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高く、転用面積、位置等は適当と思われます。九州電力の工事請 

求書が添付されており、九州電力で許可済み案件で問題はありません。排水については、 

土地に緩やかな傾斜があり自然に流出するため支障はないと思われます。水利権はありま 

せん。被害防除については、東側が原野、西側は里道を隔て住宅、南側は市道を隔て畑、 

北側は住宅及び畑に面していますが、被害は予想されません。隣接地との境界に、飛散防 

止のためにフェンスを設置します。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：6番につきまして 7番の池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）異議なしの発言がござ 

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）はい、挙手全員であります。よって本案は原案のとおり承認をすることに決定をい 

たします。それでは続きまして 8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 5条の 8番を立証します。本件は使用貸借権の設定です。調査は 27 年 8月 24 日 

に行いました。借人は、佐伯市大字上岡に在住する○○氏です。貸人は、佐伯市弥生大 

字江良に在住する○○氏です。借人は貸人の長男にあたりコスモ団地にアパートを借り 

ています。転用の目的は、2人で始まったアパート生活が現在 5人家族に増え手狭になっ 

たため、会社に近い当地を借り受け一般住宅を建築するものです。当地は平成 4年に名 

義変更を行い、平成 6年 8月に埋め土し現況となり現在に至っております。よって、始 

末書が添付されております。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 1.8km 進み、信号機を左折し、久土橋の手前の右側に位置するところです。 

申請地は、佐伯市弥生大字江良字山田○○番○、登記地目は田、現況は雑種地となって 

おり不耕作です。地籍は 356 ㎡。農地の区分は農振地域外の農地で、農地区分は第 2種 

に該当します。工事計画は、許可あり次第使用貸借の設定を行い、おおむね 10 月 20 日 

から現状を整地し着工予定です。建設平面図並びに周囲の状況を調査した結果問題ない 

と思われます。被害防除については、近隣に農地もなく、雨水は隣接地の排水路に、ま 

た家庭内排水は集落排水を利用する計画です。現在も近所から苦情等はありません。水 

利権、その他を含む権利設定は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、皆様の審議をよろしくお願いします。 

 

議  長：8番について藤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。以上、4条、5条につきましては終わりました。 

これにつきましては、許可権者は県知事でありますので、知事宛に意見書を付して、本 

委員会の意見を付して進達をいたします。以上で農地案件については終わりますが、こ 

こで一旦休憩をいたしたいと思います。それでは 10 時 25 分まで一旦休憩を取りたいと 

思います。 

 

（10 分休憩） 

 

議  長：時間がきましたので会議を再開いたしたいと思います。着席をお願いいたします。それ

では農林課の方から提案があります。農用地利用集積計画（案）についてを提案いたし

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 

の定例会でも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きまして、とり 

まとめし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 279 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。今回は契約期間 10 年のみで、279 筆、336,513 ㎡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：それではですね、農用地の利用集積計画（案）について審議をいたしたいと思います。

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。 

 

26 番委員：ちょっとお聞きしますけど、自分も今この中に名前が入っております。小野市のほうで

小作契約をしていたんですけど、解約してくれということできまして、何をどうするん

ですかって言うたら、まあ内容を聞かなかったんですけど、これは 10 年間そこにお貸し

するということですね。前の契約を放棄してくれという文書がおたくからきてたんです

けどどういうことだったんでしょうか。 

 

農 林 課 ：前の契約の件はですね、一旦合意解約という形の処理をしてですね、新たに中間管理機 

構を通して再度契約といった形でお願いしたかと思いますのでよろしくお願いいたしま 

す。 

 

26 番委員：理解をしました、一応。 

 

議  長：それでは他にございませんか。 

 

32 番委員：すみません。今通してって言ったんですけど、結局個人と個人が貸し借りをしてたのを、

その間に県が入って、ただ単に三角形の形になったというように捉えていいんでしょうか。 

 

農 林 課 ：えっとですね、通すっていう意味合いといいますか、国の方が推進しております農地を 

より利用するための方策として機構を通して集積してですね、という目的のもとで行って 

おる事業になります。 

 

32 番委員：すいません、勉強不足で大変申し訳ないんですけど、前に説明を受けたはずなんですよ。

だけどあんまり関係ないなって思っちょったもんやから、あんまり勉強してなくてよくわ

からないんですけど、今まで小作料は個人から個人にいってたですよね。で今度は県が入

りましたよね。そうしたときはその小作料、どのようになるか、単純なことで申し訳なん

じゃけど、教えていただけませんか。すいません。 



 

農 林 課 ：農林課の水田畜産係の下川です。小作料の流れとしては二通りあります。一つは農地を 

出した方から大分県農業農村振興公社が借受をします。その借り受ける段取りをするのが、 

今審議をしている集積計画ということになります。この集積計画がＯＫになりましたら、 

今度は大分県農業農村振興公社が受け手の方に貸し出しをします。この方に貸し出します 

よというのを審議していただきますのが、今からかける配分計画ということになります。 

その中のやり方としては、まず一つは賃借権、お金を払って貸し出す場合、この場合は出 

し手の方、所有者の方から公社にいって、公社から受け手の方にいきますが、お金の流れ 

は反対になります。受け手の方から大分県農業農村振興公社が口座引き落としで公社の方 

がお金をいただきます。公社の方がそのお金を今度は出してる方、所有者の方の口座に振 

り込みます。こういった作業になります。で、もう一つは使用貸借の場合です。使用貸借 

ということは、お金が動かないので何もないんですが、実はですね、もう本人たちとして 

は大分県農業農村振興公社を通すと、口座でやりとりになるので、できればお米をもらい 

たいという方がおります。この方については物納という形のなるので、大分県農業農村振 

興公社としてはできないということになるので、一応使用貸借という形になってですね、 

結局裏の方でお米のほうの貸し渡しをするというような形をとってるという現状です。 

 

 

議  長：はい、よろしいですか。 

 

32 番委員：私もたまたま、私の身内の名前が出てるんで、後で聞かれたら困るので伺いました。す

いません。ありがとうございました。 

 

議  長：他にございませんか。それではですね、とりまとめたいと思います。本計画案について

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。それでは続いて農林課か

ら利用権設定の推進についてということで説明がございますんで。 

 

農 林 課 ：次に利用権設定の推進についてのお願いです。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 9月 18 日の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よろしくお願いいたします。以上です。 

 

議  長：続いて、農用地の利用配分計画について、農林課の方から意見を求められておりますの

で、提案をいたします。 

 

農 林 課 ：佐伯市農林課の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）というものをお渡ししておりますが、こ 

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 11 月 1 日開始となる分です。 

契約期間 10 年の田、266 筆、畑 3筆、計 269 筆となっております。面積につきましては、 

田、327,574 ㎡、畑 1,965 ㎡、計 329,539 ㎡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、皆様の方でご確認をお願いいたます。簡単ですが、 

以上で説明を終わりますので、みなさまのご審議をよろしくお願いいたします。 

 

議  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）特に意見がないということの発言がございました。それでは、農用地

利用配分計画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）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。以上で農林課の方からの提案は終わります。 

 

議  長：それでは続きまして非農地証明願について提案をいたします。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 8月 24 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、佐伯市二栄にあります大分バス古江バス停 

から北へ山沿いに 350ｍ程上った山間部にあります。佐伯市大字二栄字又五郎谷○○番○、 

地目畑、地積 35 ㎡です。所有者は、佐伯市大字二栄の○○氏です。耕作放棄された年月 

日は昭和 60 年 5 月頃で約 30 年程経過しており現状は山林となっています。耕作放棄され 

た理由は、以前はミカンを栽培していたが、耕作者が高齢になったため、後継者もいな 

いため、昭和 60 年ごろから耕作放棄されたものです。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 1 番についてただ今事務局の方から説明がございました。29 番畠野委員の方

から補足説明があれば。 

 

29 番委員：事務局の説明のとおりであります。別にありません。 

 

議  長：それでは非農地証明 1 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）異議なし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。よって本件は原案のとおり許可書（証明書）を発行することに

決定をいたします。続いて 2番について事務局から説明をお願いします。 

 

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 8月 17 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、小野市重岡線と

国道 326 号の交差点を宮崎方面におよそ 1.1km ほど行き左折、500ｍ程上った山間部にあ



ります。3 筆ありますが、佐伯市宇目大字小野市字木切畑○○番○、地目畑、地積 7,199

㎡、同じく宇目大字小野市字木切畑○○番○、地目畑、地積 5,492 ㎡、3筆目は、同じく

宇目大字小野市字木切畑○○番、地目畑、地積 1,917 ㎡です。所有者は、佐伯市直川大字

仁田原、○○氏です。耕作放棄された年月日は、平成 6年 12 月頃で、約 20 年経過してお

り現状は雑種地となっているとのことです。耕作放棄された理由は、森林の様相を呈して

いるため今後も耕作が困難。農地で復元するための物理的な条件整備が著しく困難なため

とのことです。今後は原木を置くヤードとして利用していきたいとのことです。現地調査

を行ったところ、申請地は 1筆は荒地となっており 2筆は草が生えていますが、3筆とも

機会を投入すれば農地に復元できる程度と思われますので、非農地と判断するには困難と

思われますので、皆様のご審議をお願いいたします。 

 

議  長： 事務局からの説明が終わりました。ただ今の説明について、質疑、意見がございました

ら。 

 

27 番委員：27 番岩﨑です。お尋ねしますが、この書類にも平成 6 年とありますが、すでに 20 年以

上経過と書いておりますが、 1 年半ぐらい前か、そのときは平成 22 年に裁判所からの

競売で買われた土地じゃないんですか。そこがちょっと質問したいんですが。そのとき

は国の補助金を入れて宇目町が桑畑、桑園を作るということで、その後あるお茶業者に

茶を作れということで貸して、茶がうまくいかんじゃったんかどうか、で、競売で買っ

たときに買った人が、国の補助金が入って補助金適正化法に関連するんで、落札したそ

の時点で農地として利用するって言うて、この前の 7 月の委員会にも出てきて、ちょっ

と私が質問してから、あの現地じゃなあということで、これは○○○○が借りて貯木場

にしてから、やはり○○○○も国、県の補助金が入っておるところをそういう非農用地

でないと、農地としての貯木場は難しいと思って、そういう手続きを踏んだと思うんで

すが、会議が済んだ後私思ったんですが、これもそういうような経過でしょうか。 

 

議  長：はい。事務局の方から今の件について、回答してください。 

 

事 務 局 ：今読み上げた耕作放棄された年月日が平成 6年 12 月ごろというのは、ご本人の申請書に 

書かれている耕作放棄の年月日なのですが、取得に関してそのような経緯があったと思い

ます。 

 

27 番委員：今の説明、納得いかんのやけど。本人が申請に来て、平成 6 年なの言うこと自体がおか

しいと思う。本人の手元には裁判所からの競売で、平成 22 年に○○○○に渡っておるん

ですから。それまでは宇目町が一生懸命管理し、耕作者を探して、農業がこんな状態で

すから、作ったってあわんやったからこういう風になってきたと思うんですが、この約

15 年ぐらいのその間を、後に買った人が、農地で作りますって一筆入れとるって、平成

22 年にですね。こういう風な経過はちょっとおかしいと思うんですが。そこを説明して

ください。 

 



事 務 局 ：耕作放棄された年月日としてはまず、申請者の申請内容をお伝えすることも必要と思っ 

てのことなのですが、後、先ほど最初の説明で言った現地確認の結果としては、先ほど言 

ったような、耕作放棄の年月日まではちょっと推測できなかったのですが、現況としては、 

現地調査としてはこのようだということでの報告となりました。 

 

議  長：それでは地元委員の方から補足説明をお願いします。 

 

26 番委員：大変ご迷惑をかけております。今回は前回とちょっと違いまして、○○○○○○○○さ

んより非農地証明の必要性という、これが私のほうに来ております。本来は○○の方が

申請したかったんでしょうけど、本人の持ち物でなかったんで申請できなかったという

ことで長々書いてますけど、必要とあらば、これ読みますけど、とにかく○○○○何と

かしてほしいという実情で、今 20 年とかいうのはどうかなと私も今。現地は事務局の言

ったとおりになっております。それで前回と変わるっていうのは、目的ははっきりして

おります。すべては回りは木を置いております。とはいえ○○ですから、そこと農業委

員会は違うんですけど、私のほうに来たのは事務局の資料と、ここに入っております。

今どのくらい山を把握してどうだということを詳しく書いておりますけど、そういうの

は前とちょっと違うんじゃないかなと。許可するどうかは、今から皆様、ここで審議し

ていただかんといかんわけですけど、地元委員としてはちょっと前とは申請の仕方が違

うよ、目的もはっきりしてるよと。だからいいというわけにはいきませんが、現状は現

状だということを一応ご報告し、皆さんのご協力とまたご協議をよろしくお願いします

というのが地元委員の言葉です。以上です。 

 

 

26 番委員：うちとしてはこういうようなのが来た以上、一応皆さんの前に報告をすると。前とは違

うよ、前は○○さん本人が何をするかわからんけどしてというのと、今回は違うよ、公

共性あるんじゃないですかっていう、地元としてはそういう風な方向にとっております。

いかなる方向にいこうが、この土地はいい方向に向かうのは私ども宇目としても、○○

○○、三百何名の方働いておりますし、今把握が、29,000ha、これ補助金のもらえる山

で、今買ってる木材が 80,000 ㎥、約 200ha 買っております。この木、どこかに置かなな

りません。これは真実です。審議よろしくお願いします。 

 

議  長：今地元委員の方から、○○○○が今貯木場として使ってるということで、○○○○の方

から○○○○の状況ですね、地元委員さんの方に出されているということなんですが、そ

の○○○○からの内容は今言われたことですね。 

 

27 番委員：現況と、私が言いよる平成 22 年の競売のときとはそりゃわかるんですが、それじゃった

ら地元の委員に○○○○がこういうお願いを出すんじゃなくて、農業委員会長宛に出して、

会長が皆さんにこういうあれが出てきとる、どうでしょうかと言うて、一つの傘のつたに

収めるんが、私は佐伯市農業委員会の進め方じゃないかと思います。 

 



議  長：今そういった意見が出ましたんですが、他に何か意見がありますか。はい。 

 

20 番委員：あの、これは私が以前農業委員をやっとった時からの物件で、もう何度もこれあがって

ますけど、今事務局のご説明を聞きますと、非農地証明は無理だと、言うようなものを

ここの議事で諮ること自体が、それをいいって言えんと思うんですよね。私もこれ勉強

不足なんですけど、非農地証明じゃなくって、4 条ないし 5 条、でできないもんですか

ね。だから○○○○が買わんとすれば、○○○○に貸すような格好になってくるから 4

条ですか、 

 

11 番委員：この件の国庫補助がこの中に入ってるので、非農地じゃないとできないんじゃないんで

すか。 

 

20 番委員：それはこっちが聞きよるだけの話で。だけど非農地は無理だって言いよるものを。だか

ら私は地元の経済とか何とかいうことで、そういう風なことで、もし○○○○の貯木場

とかいうようなことでできる方がいいんであれば、そういう方向ということは考えてや

らなきゃいかんと思うけど、そうしたときに非農地でだめということになってきたとき

に、4条、5条でもだめならどうしようもないけど、そういう手はないんでしょうかとい

う風なお尋ねをしてるだけです。 

 

議  長：山本委員のご意見ですが、転用の許可っていうのは、今言われるように 1 種農地で国庫

補助が入ってるということで、恐らく県にいってもですね、許可はおりないと思いますね。

転用許可であれば。 

 

27番委員：これ右側の7月に証明した○○○○と○○○○と同時に宇目町がこれは解約したんやろ。 

  

議  長：現地は同じところなんですね。整備したところは。 

 

27 番委員：でしょう。一方は証明出しとる。で今事務局の説明は、ちょっと非農用地の証明は無理 

ですよ。さっき山本さんが言ったように、それならここに議案として出ること自体がお 

かしいと思う。4条、5条が無理なら、○○○○の育成も農業委員会としては図らないけ 

んけど、一応保留にして、会長宛に○○○○長からでも、是非山をあっちこっち買うて、 

伐期のきちょるのが、銭払うちょるから、それを伐採して、貯木せないけんのじゃと、 

了解っていうんか、認めてほしいとか、何か嘆願書っていうたらおおげさやけど、願い 

やら出てきて、それを委員に諮ってから、すればいいんじゃないかと私は思いますが。 

 

32 番委員：地元でいうんじゃないんですけど、全然関係ないんですけど、まず最初の先ほどの方お 

っしゃったように、事務局が提案するときに、これはだめじゃないんでしょうかってい 

う提案するっていうのは、これをひっくり返すと、事務局をだめじゃっていうのを農業 

委員が通していくっていうのは何かおかしいんじゃないかっていう気がします。だから 

私はもう最初の説明のとき、何か変やなっとは思ってたんですけど、それが一つありま 



す。ただ、現地はですね、前私も一度皆で一緒に見に行ったんですが、まあ周辺の状況 

からすると、認めていただかなけりゃ、どうしようもないんじゃないかなと思いますの 

で、是非ご理解をいただきたいと思います。ただし、事務局が認めてくれたときの話で 

すけど。よろしくお願いします。 

 

議  長：まあ色々意見が出ておりますけど、他にこの件について何か意見があるという方はあり 

せんか。はい。 

 

2 番委員：この土地に関してはため息しか出らんのですけど、一応今事務局が説明したとおり、草も 

生えてないような状態の中で、非農地として認めるわけにはいかない、第 1種農地です 

ね。だから、今のところ、今山本委員が言われたように、本当は 4条申請かなんかで出 

られるような状態っていうのが望ましいんかなと思うんですけど、今非農地証明の発行 

基準のやつをずっと見たんですけれども、ほとんど該当しません。ということは、非農 

地は却下すべきかなという風に思います。この部分だけね。あとは非農地として認めら 

れるんじゃないかなという風に思います。以上です。 

 

議  長：何か他にありませんか。特に意見がないようにありますので、私のほうでとりまとめた 

いと思います。よろしいでしょうか。（はい、の声あり）それではですね、ただ今提案 

をされております非農地証明願につきましては、事務局の説明もありましたように、手 

を入れれば農地として復元できるといったような状況でありますので、今回この件につ 

いては却下にするということで賛成される方、挙手をお願いいたします。 

 

13 番委員：岩﨑さんの言った意見の方は・・。 

 

議  長：はい。それでは、○○○○からの意見もあったということで、保留とする意見もあった 

んですが、これについて賛成をされる方。 

 

32 番委員：会長、無理じゃって農業委員会、事務局が言いよるんじゃねえんな。 

 

事務局長：私も現地を見に行きました。事務局が、まあ非農地というわけじゃないんですけど、事 

務局と農業委員さんで、現地の状況をですね、見ました。そしたら非農地である条件に 

関することで、条文っていうかですね、その条文で見たら、該当するようなものがない 

んです。それがあればですね、私たちも非農地としていいんですけど、現地に農業委員 

さんと一緒に行った時には、機械を投入すれば畑として、農地として利用できるという 

ことで結論になったわけです。非農地の申請としては難しいということで、今回あげさ 

せていただきました。それがわかっちょるのに何であげたんかっていうことになります 

と、前回も蒲江の分が却下されたんですけど、まあ本人さんの申請によりこの申請にな 

ったわけです。以上です。 

 

32 番委員：今局長がおっしゃったようにですね、要するに農業委員会は、さっき○○○○に○○長 



さんから会長に出してもらえばいいじゃねえかとか話があったけど、そういうようなこ 

とじゃないところの話じゃないかなと思いますので、もう却下で終わりでいいんじゃな 

いですか。以上です。 

 

27 番委員：何度も言ってすいません。そうは思いますけど、一応却下となればここに出てくること 

はございませんけど、保留っていうことになれば、こちらの方ももう一度いろいろな事 

を勉強しまして、改めて出てきたいと自分はそう思っておりますので。却下となればも 

うくることはできませんけど。できたら保留ぐらいで。 

 

32 番委員：再度出せばいいんじゃって。 

 

27 番委員：再度出せます。再度出せるんだったらいいです。 

 

議  長：とりあえず今回は却下して、また出てくればその時に検討するということでよろしいで 

しょうか。（はい、の声あり）それではもう一度却下ということで賛成される方は。（挙 

手多数）はい、挙手多数であります。よって今回却下ということで決定いたしたいと思 

います。それではですね、続いて報告及び連絡事項について。事務局の方で報告、連絡 

事項があれば。 

 

事 務 局：それでは 4番報告及び連絡事項の(１)です。平成 28 年度の佐伯市農政施策に関する建議 

につきましては、先般提出をいただいておりまして、今後運営委員会を開催しまして検 

討を行い、10 月の農業委員会で原案を審議をお願いしたいという風に思っておりますの 

でよろしくお願いいたします。以上です。では会長、2番にいってよろしいですか。 

 

議  長：はい。 それでは報告事項の 2番でですね、農地の利用状況調査について説明をお願いい 

たします。 

 

事 務 局：本年も農地利用状況調査を実施していきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま 

す。調査を行うにあたって、調査方法等については運営委員会で諮り、皆様にお配りす 

る地図、資料等を用意して、10 月の農業委員会でお配りしたいと思いますので、ご理解 

をお願いいたします。また農地利用状況調査協力員の報告についてのお願いということ 

で、2枚の文書を本日お配りしております。協力員を依頼される委員さんは、公務災害保 

険加入手続きの都合がありますので、2枚目の用紙にご記入のうえ 9月 11 日金曜日まで 

に、事務局に提出をお願いいたします。短期間で申し訳ありませんが、ＦＡＸ送信での 

提出でも構いませんので、提出期限厳守でお願いいたします。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したいと思います。それではですね、3番の農業委員地区 

別セミナーについて。 

 



事 務 局：それでは、本日お手元にですね、地区別セミナーの出欠確認表ということで、昨日 9月 1 

日現在の出欠確認表をお配りしておりますのでご確認をお願いします。またこの中で 16 

番の杉谷委員につきましては、本日急遽午後所用ができたということで、欠席をされる 

ということでございます。また 28 番の小野委員につきましては、夕方大分で会議がある 

ということで、自家用車で移動ということです。現在 25 名の委員さんからこの後出席を 

いただくことになっております。よろしくお願いをいたします。特にこの中で、出席の 

ところを確認いただいて、変更のある委員さんいらっしゃいませんですね。よろしくお 

願いします。それとですね、昨日委員さんから話がありまして、委員さん皆さん、今市 

役所の駐車場に車を停められておると思いますが、竹田の方から帰ってきてですね、こ 

こまで戻ると家の方が遠くなるということで、1箇所ですね、消防本部の西側の駐車場で 

すね、空き地ですね、コスモスドラッグ側にあります。そこに車を移動される委員さん 

につきましては、農業委員会終了後、そちらの方に移動していただきまして、そこでマ 

イクロバスの方に乗車していただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたし 

ます。以上でございます。 

 

議  長：それでは先ほど言いかけました、県の農業祭ですね。これも今年もですね、農業委員会 

で揃っていくというのはですね、今年もしないようにしたいと思うんですが、ちょっと 

意見を聞いてみたいんですが。ここ 2.3 年まとまって行ってないですね。今年も個々に 

行きたいと思うんですが、どうですかね。意見があればあれなんですが、よろしいです 

かね、個々に行くということで。行きたい方はですね。（異議なし、の声あり）そうい 

うことでいたしたいと思います。以上でですね、本日の会議に付すべき案件は全て終了 

いたしました。これから先ほどありましたように、地区別セミナーということで、竹田 

市のほうにバスで移動したいと思います。昼食はですね、バスの中で摂っていただくよ 

うにしておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

事 務 局：セミナーの方に引き続き出席される委員さんは、玄関付近にご集合をお願いしたいと思 

います。よろしくお願いします。  

 

事務局長：それでは、次回の開催日は、会長の方がおっしゃったように、大分県の事業説明が 30 分 

ほどあると思いますので、通常 2時からなんですけど、1時半からですね、10月 2 日の 

金曜日、午後 1時 30 分から、市役所 6階第 2委員会室、この場所で開催します。以上で 

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：それではこれで第 9 回の佐伯市農業委員会を終わります。お疲れ様でした。引き続きセ

ミナーに参加される方は、よろしくお願いいたします。 

 

（１1時 1０分閉会）  

 

 

  


