
平成 28 年第 1回佐伯市農業委員会議事録 

 

日  時： 平成２8年 1月 5日（火曜日） 14 時 00 分～ 16 時 06 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  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    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：  2 番 山田 定男   32 番 高司 富博 

事 務 局：事務局長 今山 文生 総括主幹 三浦 秀一 主幹 佐脇うつみ  

 副主幹 染矢 公博   

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 1 号 農地法第 3条の規定による許可申請について 

議案第 2 号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第 3 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）について(農林課) 

②利用権設定の推進について（お願い）(農林課) 

     ③農用地利用配分計画（案）の意見聴取について（農林課） 

     ④非農地証明願について 

      

 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について（回答） 

(2) 平成 27 年度大分県農業委員研修大会について 

日時：平成 28 年 1 月 22 日（金）１０:００～ 

場所：別府ビーコンプラザ 

出欠確認 別紙のとおり 

(3) 採穂目的の農地転用許可について 

(4) 公益社団法人大分県農業農村振興公社農地中間管理事業規程による農用地について 



(5) 平成 27 年佐伯市農業委員会互助会・積立金収支報告について 

     

 

事務局長：皆さん、あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。ただ今

から平成 28 年第 1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 2番の山田

定男委員さん、32 番の高司富博さんです。農業委員 37 名中本日の会議の出席者は、35

名です。よって農業委員会会議規則第 6 条により会議が成立したことを報告します。ま

た、先月の大分県知事許可案件につきましては、12月 24 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：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：それでは私の方で議事を進行してまいりたいと思います。会議に先立ちまして本日の議

事録の署名人を指名いたしたいと思います。6番の木許邦彦委員、7番の池田幸利委員に

お願いいたします。それでは、事務局から議案の提案をお願いいたします。 

 

事務局長：議案提案の前に、３条に１件の取下と、４条に１件の削除がありましたので、訂正をお

願いしたいと思います。最初に 4 ページをお開きください。４ページの３条の９番目で

すけど、佐伯市宇目の申請が取下げになりましたので削除をお願いします。その下の小

計面積 3,734 ㎡を 2,852 ㎡に訂正をお願いします。またその下の合計面積 15,031 ㎡を

14,149 ㎡に訂正をお願いします。次のページの５ページをお開きください。４条の４の

佐伯市大字鶴望の分なんですけど、大分県の指導がありまして、５条にも同じ案件が出

てるんですけど、５条の３のみになりましたので、４条の４番の削除をお願いします。

合計面積 1,614 ㎡を 932 ㎡に訂正をお願いします。次に６ページをお開きください。５

条の３の佐伯市大字鶴望の申請のうち、譲渡人の欄で、○○○○さんと書いてある欄に、

○○○○さん（持分３分の 2）と住所の欄に佐伯市大字鶴望○○番地○の追加をお願いし

ます。この部分は譲受人のところに住所と氏名が書いてありますので、それと同じです

ので訂正してください。２ページの農地案件の件数及び面積総括表をお開きください。

まず３条の件数を 11 件を 10 件に。３条の田の面積は変更ありません。畑が 3,150 ㎡を

2,268㎡にお願いします。計の欄ですけど、15,031㎡を 14,149㎡に訂正をお願いします。

次に４条の件数なんですけど、４件を３件に。田の面積 633 ㎡を 0 ㎡に訂正、畑 981 ㎡

を 932 ㎡に訂正してください。計の欄で、1,614 ㎡を 932 ㎡に訂正をお願いします。その

下の５条については訂正はありません。次に計の欄です。件数 20 件を 18 件に、面積欄

田の分が、14,474 ㎡を 13,841 ㎡に訂正をお願いします。畑 7,451 ㎡を 6,520 ㎡に訂正を

お願いします。最後に面積の合計欄、21,925 ㎡を 20,361 ㎡に訂正をお願いします。以上

でございます。それでは改めまして議案書の 2 ページを読みあげたいと思います。農地

法第 3条、件数 10 件、面積田 11,881 ㎡、畑 2,268 ㎡、面積、計で 14,149 ㎡。農地法第



4 条、件数 3件、面積田はありません。畑 932 ㎡、面積、計 932 ㎡。農地法第 5条、件数

5件、面積田 1,960 ㎡、畑 3,320 ㎡、面積計、5,280 ㎡。次に合計件数 18 件、面積田 13,841

㎡、畑 6,520 ㎡、面積、20,361 ㎡。以上提案いたします。よろしくお願いします。 

 

議  長：それでは議案の審議に入りたいと思います。農地法第 3 条の規定による許可申請書につ

いて議題といたします。1番について 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 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 1 月 4 日

に行いました。申請農地の位置は、県道色宮佐伯線、須留木バス停から北に 200ｍのとこ

ろにあり、農振地域外の土地であり、現況は原野です。申請農地は、佐伯市大字木立字

須留木○○番○外 2 筆、合計 570 ㎡です。譲渡人は、佐伯市大字木立に在住する○○氏

です。譲受人は佐伯市大字木立に在住する○○氏です。譲受人の家族状況は本人並びに

夫です。夫婦２人で農業に従事しており第２種兼業農家です。通作距離は 10ｍで耕作に

問題はありません。農機具等の所有状況は、管理機、草刈機等農業経営に必要な農機具

は所有しております。取得後は野菜、果樹等を栽培するということです。耕作面積は、

45.73ａで佐伯市の下限面積以上所有しており、一部作業委託をしていますが、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。申請農地周辺へ

の農業上の支障は予想されません。以上許可基準に照合した結果許可相当と思いますの

で皆様のご審議をお願いします。 

 

議  長：1番につきまして 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 7 番と 8 番が池田委員の担当地区であります。続けて立証をお願い

したいと思います。７番について立証をお願いいたします。 

 

７番委員：７番が 3 条の 7 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 1 月 4 日

に行いました。申請農地の位置は、県道色宮佐伯線、大野バス停から東に 200ｍのところ

にあり、農振地域内の土地であり、現況は原野です。申請農地は、佐伯市大字木立字大

野○○番○、423 ㎡です。譲渡人は、佐伯市大字木立に在住する○○氏。譲受人は佐伯市

大字木立に在住する方で○○氏です。譲受人の家族状況は本人、妻、長男の３人です。

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。通作距離は約 250ｍで耕作は

可能です。農機具等の所有状況は、軽トラック、耕運機、草刈機等農業経営に必要な農

機具を所有しております。取得後はシキミ、梅等を栽培するということです。耕作面積

は、52.03ａで佐伯市の下限面積以上所有しており、一部貸し付けていますが、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。申請農地周辺へ



の農業上の支障も何ら予想されません。大野谷土地改良区の意見書も添付されています。

嵩上げをしている土地なんですけど、平成 10 年 1 月 14 日付けで農業委員会に提出して

おり、土地改良区の同意書も添付されており問題はありません。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番につきましても関連がありますので、引き続いて立証をお願いしたいと思います。 

 

７番委員：７番が 3条の 8番を立証します。8番もほぼ同じ内容になるんですけど、譲受人が 7番の

譲受人○○さんの奥さんの○○さんというだけで、申請農地の広さが 563、譲受人は今あ

げましたとおり○○さんの奥さん。家族状況は先ほどと一緒で、本人と夫と長男の 3 名

です。耕作距離は 250ｍで耕作は可能です。農機具等の所有状況も、軽トラック、耕運機、

草刈機等農業経営に必要な農機具を所有しております。耕作目的もシキミと梅等を栽培

するということです。面積も先ほど申しました、52.03ａで問題ないと思います。本件は

○○氏と○○氏の合意の贈与であり双方とも了解しております。小作権の設定等も本件

にはありません。申請農地周辺への農業上の支障も何ら予想されません。同じく大野谷

土地改良区の意見書も添付されています。先ほど申し上げた嵩上げの件も、同日にこち

らの分も提出しており、同時に土地改良区の同意書も添付されており問題はないと思い

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：はい、立証が終わりました。７番と８番について意見がございましたら出してください。 

 

15 番委員：数字が違うんじゃない。（52.）93 って言ったのは（52.）03 じゃないん。 

 

７番委員：すいません。訂正してください。 

 

議  長：訂正をお願いします。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。とりまとめたいと思います。7番、8番について許可をすることに賛成

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

案のとおり承認することに決定し許可をすることに決定をいたします。続きまして農地

法第３条の規定による許可申請書の 2番について 30番の河野一正委員の方から立証をお

願いいたします。 

 

30 番委員：30 番が 3条の 2を立証します。本件は生前贈与による所有権の移転です。調査は平成 27

年 12 月 24 日に行いました。譲渡人と譲受人は親族の関係です。申請農地は、いずれも

譲受人世帯で所有している農地の近隣にあり、譲受人は世帯の所有農地で米と野菜類を

耕作しているとのことです。申請農地は佐伯市弥生大字床木字タキノ下○○番○で、地

目は畑、現況も畑、地積は 235 ㎡です。譲渡人は佐伯市弥生大字床木の○○さんです。

譲受人は佐伯市弥生大字床木の○○さんです。譲受人は本人 50 歳、妻 53、父 75、母 77

の４人で耕作しています。農地取得後は野菜類を耕作するとのことです。農機具は、ト



ラクター、乗用田植機、コンバイン、軽トラ、乾燥機、耕運機を所有しています。農業

経営に必要な農機具は持っています。取得後の耕作面積は 90.56ａで弥生地域の下限面積

40ａ以上となります。本件は○○さんと○○さんの合意の生前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。

皆様のご審議をよろしくお願いします。 

 

議  長：はい、2 番につきまして 30 番の河野一正委員の方から立証が終わりました。本件につい

て質疑、意見が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

ことであります。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）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。続きまして農地法第３条の許可申請の 3 番について 27

番の岩﨑邑次委員の方から立証をお願いいたします。 

 

27 番委員：27 番が 3条の 3番を立証します。本件は親子間の所有権の移転です。調査は 12月 23 日

に行いました。申請地の位置は、大字長谷字大鶴○○番外、同長谷内の字鶴ノ地の土地

外 12 筆で、田、畑合わせて面積 7,895 ㎡を父親である○○氏が高齢になり、子どもの○

○氏に譲渡する案件であります。譲受人は自営業で、取得後も親夫婦と一緒に耕作を行

っていくと伺いました。又、取得後の耕作面積 78.95ａは佐伯地域の下限面積 40ａ以上

となり基準を超えています。なお、今後耕作を行うにあたり申請地周辺地域への農業上

の支障は予想されないと思われます。以上許可基準に照らしまして許可相当と思います。

経営移譲のための農地等の一括贈与です。どうぞご審議の程よろしくお願いします。 

 

議  長：はい、3 番につきまして 27 番の岩﨑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）異議なしとのこと

であります。それでは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）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。それでは岩﨑委員につきましては農地法第３条の 10 番につきましても担当委員

でありますので立証をお願いいたします。 

 

27 番委員：引き続き 3条の 10 番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 12 月 23 日に行い

ました。申請農地の位置は大字長谷の県道蒲江佐伯線と県道赤木吹原佐伯線の交差点か

ら西方向に約 500ｍいったところにあります。農振地域内の土地であり、現況は田であり

ます。申請農地は佐伯市大字長谷字谷ノ前○○番○、876 ㎡です。譲渡人は埼玉県所沢市

の○○氏です。譲受人は上城区在住の○○さんです。譲受人の家族状況は本人 67 歳、息

子夫婦と孫の３人です。田はすべて農事組合法人城村に貸し付けて、息子は団体職員と

して家庭を支えています。今回の取得に当っては、譲渡人は所沢市の方から佐伯市農業

委員会事務局に土地の処分を依頼していましたが、大分年月が経って今回の取得者が見

つかり譲渡の運びとなりました。市農業委員会としてもこれが解決したことは大きな成

果が出たと思っております。この土地を取得後も農事組合法人に貸し付けて、公共事業



に協力し減少した土地の確保ができることをこの上ないことと○○の方は思っておりま

す。取得後の面積は 90.36ａとなります。本件は○○氏と○○氏さん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、農地中間管理機構を通じて、

農事組合法人城村と契約がされています。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まして許可相当と思いますので、ご審議の程よろしく

お願いします。 

 

議  長：はい、10 番につきまして岩﨑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をされる委員の挙手をお願いいたします。（挙手

全員）挙手全員であります。よって本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 4番について 32 番の高司委員は本日欠席でございます。代わ

りまして 21 番の河野弘光委員の方から立証をお願いいたします。 

 

32 番委員：21 番が 32 番の高司委員に代わり 3条の 4番の立証を代読します。本件は所有権の移転 

(21 番代読)です。調査は 12 月 23 日に行いました。申請農地の位置は、上仲江地区公民館から西に

50ｍから 200ｍのところにあります。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、佐伯市宇目大字大平字小田代○○番外 2筆、合計面積、2,597 ㎡です。譲渡人は

佐伯市宇目上仲江区、○○氏。譲受人は佐伯市宇目上仲江区、○○氏。譲受人の家族状

況は、本人 67 歳、妻 61 歳です。夫婦で農業に従事しており、スイートピー、ホオズキ

を栽培する専業農家であります。通作距離は、100ｍ以内で耕作は可能であります。農機

具の所有状況は、トラクター、動墳、消毒用ハウザー、管理機等を自分で経営する○○

○○から借用しています。耕作面積は、147.41ａで下限面積以上保有しております。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：農地法第３条の規定による許可申請書の 4番につきまして、本日高司委員が欠席をされ、

代わりまして河野委員の方から立証していただきました。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ありました。

本件について賛成される委員の挙手をお願いいたします。（挙手全員）挙手全員であり

ます。よって本案は原案のとおり承認をすることに決定をいたします。それでは続きま

して農地法第３条の許可申請による 5番と 6番について 19番の三原眞喜夫委員の方から

立証をお願いいたします。 

 

19 番委員：19 番が 3 条の 5 を立証します。5 番と 6 番は関連がありますので一緒にお願いしたいと

思います。本件は所有権の移転です。調査月日は 12 月 28 日に行いました。申請農地の

位置は、笠掛地区のバス停留所から西に 160ｍのところにあり、農振地域外の土地であり、

現況は畑であります。佐伯市本匠大字笠掛字長野前○○番○、286 ㎡。譲渡人は佐伯市本

匠大字笠掛、○○さん。譲受人は、佐伯市本匠大字笠掛、○○氏です。譲受人の家族状



況は、本人 64 歳、妻 64 歳、子ども 31 歳です。主として本人と妻が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 100ｍで耕作可能であります。農機具の所有状況

は、耕耘機、軽トラック、草刈り機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 47.13ａ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○○さんと○○さん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。その他参考となる事項について特にありま

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。 

 

19 番委員：続きまして 3 条の 6 番を立証します。本件は所有権の移転です。調査月日 12 月 28 日に

行いました。申請農地の位置は、笠掛地区のバス停留所から西に 160ｍのところにあり、

農振地域外の土地であり、現況は畑であります。佐伯市本匠大字笠掛字長野前○○番○、

225 ㎡。譲渡人は佐伯市本匠大字笠掛、○○氏です。譲受人は、佐伯市本匠大字笠掛、○

○氏です。譲受人の家族状況は前回申しましたように同じであります。耕作面積は 47.13

ａ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○

○さんと○○さん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。その他参考となる事項について特にありません。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。以上で

す。 

 

議  長：5番 6番を別々に採決いたしたいと思います。５番の立証につきまして質疑、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。

採決いたしたいと思います。本件について賛成される委員の挙手をお願いいたします。

（挙手全員）挙手全員であります。よって本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 6 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）異議なしということであります。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。最後に 11 番につきまし

て 18 番の田嶋義生委員の方から立証お願いいたします。 

 

18 番委員：18 番が 3 条の 11 番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 12 月 28 日に行い

ました。申請農地の位置は、楠本バス停より南西に 150ｍのところにある農用地外の農地

で、現況は畑であります。申請農地は佐伯市蒲江大字楠本浦字船倉○○番、地積は 479

㎡です。譲渡人は大分市に在住の○○氏、譲受人は蒲江に在住する○○氏です。譲受人

の家族状況は、本人 42 歳、妻 45 歳。主として妻と本人が農業に従事しており第２種兼

業農家であります。通作距離は住宅に隣接しており耕作は可能です。農機具の所有状況

は、機械類は所有していませんが、農業経営に必要な農機具は持っています。取得後の

耕作面積は 26.18ａで蒲江地域の下限面積 20ａ以上となります。今回初めて農地を取得

するに当たり、営農計画書及び誓約書が併せて提出されています。本件は○○氏と○○

氏との合意による売買であり、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。農

地取得後はカボスを耕作するとのことです。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。以上です。 

 

議  長：11 番につきまして 18 番の田嶋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）異議なしとのことですの

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）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５ページの農地法第 4 条の規定による許可申請書について審

議をいたしたいと思います。1.2.3 番につきまして 35 番の大友安正委員の方から立証を

していただきます。1項目ずついきたいと思います。 

 

35 番委員：35 番が４条の１を立証します。本件は農地転用です。調査は 12 月 23 日に行いました。

申請者は佐伯市直川大字下直見○○番地、○○、無職。申請農地の位置は、国道 10 号線

道越バス停から旧国道 10 号線、1000ｍ行った市道水口線 800ｍ行った道沿いの土地で、

農振地域外の第 2種に該当します。佐伯市直川大字下直見字上ノ原○○、地目は畑、182

㎡、現況は山林。被相続人である申請者の父が昭和 40 年 4 月に杉を 46 本を植林しまし

た。植林後 50 年以上経過していますが、近隣の農地等の所有者から苦情等ありませんの

で特段支障はないと思われます。水利権はありません。被相続人の死後、相続した申請

者も上記の事をわからずに生活してきたのですが、農地法の転用申請が必要なことを知

り始末書を添付して今回の申請となりました。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。よろしくご審議をお願いします。 

 

議  長：農地法第４条の規定による許可申請ですが、1番について大友安正委員からの立証が終わ

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。 

 

６番委員：山林って言よるけど、（写真の）○のところは畑じゃないん。 

 

事 務 局：この後ろの影になってるようなところなんですよ。大きな木の前で。ちょうど写真で写 

しようがなかったようなところなんですけど。この大きな木の前なんです。 

 

35 番委員：これは前杉があってですね、伐採した跡があるんですよね。 

 

議  長：他に何かありますか。伐採をした跡、木を倒した跡があるんですね。 

 

35 番委員：今から言うのが、2番と 3番がですね、立ち木があるのと、伐採した跡があるのとです。 

 

議  長：他に質疑がありますか。（ありません、の声あり）それでは 1 番につきまして賛成をさ

れる委員の挙手をお願いいたします。（挙手多数）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いたします。続きまして２番について引き続き立証を



お願いいたします。 

 

35 番委員：35番が４条の 2を立証します。本件は農地の転用です。調査は 12月 23 日に行いました。

申請者は佐伯市直川大字下直見○○番地、○○、建築業。申請農地の位置は、国道 10 号

線道越バス停から旧国道 10号線 1000ｍ行った市道水口線 800ｍ行った道に沿った土地で、

農振地域外の第 2 種に該当します。佐伯市直川大字下直見字コロビ石ケ原○○、地目は

畑、431 ㎡、現況は山林。佐伯市直川大字下直見字クロノ迫○○、地目は畑、135 ㎡、現

況は山林。被相続人である申請者の父が昭和 40 年 4 月に杉 50 本を植林しました。植林

後 50 年以上経過していますが、近隣の農地等の所有者から苦情等ありませんので特段支

障はないと思われます。水利権はありません。被相続人の死後、相続した申請者も上記

の事をわからずに生活してきたのですが、農地法の転用申請が必要なことを知り始末書

を添付して今回の申請となりました。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。よろしくご審議をお願いします。 

 

議  長：2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。はい。 

 

27 番委員：27 番。これゼンリンの地図見ますと、1番と 2番の間が、今提案しちょる方が○○番で、

４条の 1 番が○○番ですが、この間に 300 近くもの土地が入っとるんかですね、直川あ

たりは地籍調査が終わっちょるから、300 番台、400 番台がどっちにいくんか、４条の 3

が○○でそんなに離れちょるんかですね、この図面と番号がおかしいんじゃないですか。

その間に 300 近くの筆があるんですか。 

 

35 番委員：この範囲がですね、全部畑なんですよ。畑が山林化してですね。 

 

27 番委員：以前畑じゃったのを今回山林になっとるから４条で地目変更しようっていう提案ですか

ら、そこは皆わかっちょんのやけど、地番があんまり違うから、この間に土地があるん

ですかって言いよる。 

 

議  長：この周辺の地籍図を確認して地番が正しいか。 

 

事 務 局：字図で再度確認してるんですけど、やはり近いんですよ、割合と。 

 

35 番委員：すいません、1 番と 2 番の間がね、ちょっと高いんですよ。尾根みたいになってる。そ

ういうことでちょっと地番が違うんやないかと思う。1番は下から上がっていくんですよ。

2番は上の方から上がるっていうか。 

 

議  長：地番を確認したところではですね、番地が離れておりますけども、間違いないというこ

とで了解いただきたいと思います。 

 



27 番委員：はい。 

 

議  長：他にございませんか。（異議なし、の声あり）それでは 2 番について採決いたしたいと

思います。賛成をされる委員の挙手をお願いします。（挙手全員）はい、挙手全員であ

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

法第４条の規定による許可申請の３番について立証をお願いいたします。 

 

35 番委員：35番が４条の 3を立証します。本件は農地の転用です。調査は 12月 23 日に行いました。

申請者は佐伯市直川大字下直見○○番地、○○、建築業。申請農地の位置は、国道 10 号

線道越バス停から旧国道 10号線 1000ｍ行って市道水口線 600ｍ行った道に沿った土地で、

農振地域外の第 2種に該当します。佐伯市直川大字下直見字田ノ内○○、地目は畑、184

㎡、現況は原野。被相続人である申請者の父が昭和 40 年 4 月に檜を植林しました。今年

の 4 月に伐採した後に原野化しており農地としての利用が困難なことから植林用地とし

て利用を考え、杉苗 16 本を植林する予定です。水利権はありません。被相続人である父

が檜を植林して 50 年ほど経過していましたが、近隣の農地等の所有者から苦情等はあり

ませんので特段支障はないと思われます。被相続人の死後、相続した申請者も上記の事

をわからずに生活してきたのですが、農地法の転用申請が必要なことを知り始末書を添

付して今回の申請となりました。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。よろしくご審議をお願いします。 

 

議  長：3番につきまして立証が終わりました。本件について質疑、意見がございましたら出して

ください。（異議なし、の声あり）異議なしの発言がございました。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）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。

農地法第４条については以上で終わります。続いて第５条の規定による許可申請書につ

いて審議をいたしたいと思います。１番につきまして 16 番の杉谷長男委員の方から立証

をお願いいたします。 

 

16 番委員：16 番が 5条の 1番を立証します。本件は使用貸借権の設定です。調査は平成 27 年 12 月

23 日に行いました。借人は、○○○○、55 歳、佐伯市米水津大字浦代浦○○番地○、自

営業です。貸人は、○○○○、83 歳、佐伯市米水津大字浦代浦○○番地○、無職です。

二人は親子です。転用の目的は、一般住宅用及び進入路として、借人が住宅を建築する

ためです。申請地の位置は、旧間越分校より北に 100ｍほど入ったところにあります。申

請地は佐伯市米水津大字浦代浦間越○○番○、畑、現状は畑、面積は 467 ㎡です。もう 1

筆は佐伯市米水津大字浦代浦間越○○番○、畑、現状は畑、71 ㎡です。この土地はすで

に合併前に埋め立てて、地区の人たちがゲートボール場に使用していたので始末書が添

付されています。農地の区分は第 2 種です。南側は道路、それ以外の隣接地は貸人所有

の畑と宅地です。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よろしくお願いします。 

 



議  長：5 条の 1 番につきまして 16 番の杉谷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）ここで採決をい

たしたいと思います。農地法第５条の規定による許可申請書の 1 番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

まして第５条の規定による許可申請の 2 番につきまして、26 番の矢野弥平委員の方から

立証をお願いいたします。 

 

26 番委員：26 番が 5条の 2番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 12 月 28 日に行いま

した。譲渡人は、佐伯市宇目大字小野市、○○さん、無職。譲受人は、佐伯市宇目大字

小野市、株式会社○○○○、会社法人です。申請農地の位置は、国道 326 号線、ととろ

入口交差点より北東に 400ｍ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。佐伯市宇目大字小野市字塩田○○番○、地目は畑、現況も畑、地積は 2020

㎡です。転用の目的は、譲受人が譲渡人より申請農地を譲り受けて資材置場にするもの

です。申請地周辺は北東側に申請人以外が所有の農地がありますが、水路で隔てられて

おります。それ以外の隣接地には山林と国道及び申請人所有の雑種地ですので問題はな

いと思われます。工事計画は、平成 28年 3 月 20 日から着工し、平成 28 年 4月 1日の完

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。付近

の土地に雨水、排水等被害のないようにします。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：26 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、意見がございました

ら出してください。（異議なし、の声あり）採決をいたしたいと思います。農地法５条

の 2 番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）挙手全員で

あります。よって本案は原案のとおり承認をすることに決定をいたします。それでは続

きまして、農地法第５条の許可申請の 3番について、4番の高野公博委員の方からお願い

いたします。 

 

４番委員：4番が 5条の 3番を立証いたします。本件は使用貸借権の設定です。貸人との間柄は実母

の関係になります。調査は 12 月 24 日に行いました。借人兼貸人は、佐伯市大字鶴望、

○○氏、68歳、自営業、持分 3分の 2。貸人は、佐伯市大字鶴望、○○氏、95歳、無職、

持分 3分の 1、この方がお母さんでございます。申請農地の位置は、ローソン佐伯坂ノ浦

店より北北西へ 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、都市計

画区域内、第２種住居地域です。佐伯市大字鶴望字午王田○○番○、地目は田、現況は

雑種地、地積は 86 ㎡外 3筆、合計 4筆 682 ㎡です。転用の目的は、借人は○○○○の屋

号で金属加工業を営んでいます。平成 12 年 1 月頃から自己所有、母と共有の申請地 4筆

を借りて駐車場及び資材置場用地として利用していますが、前述の土地の登記地目が農

地であることを知り、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 15 年が経過し、始末書が添付されております。被害防除については、

すでに駐車場用地、資材置場用地として利用していますが、近隣からの苦情等もありま



せんので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、許可相当と思いますので皆様のご審議をお願いいたします。なおですね、冒頭、

4条申請と５条申請に分かれておったわけでございますが、５条申請１本でという県の指

導があったということでですね、今回５条の申請１本でいくとなったわけでございます。

付け加えておきます。以上でございます。 

 

議  長：はい、農地法第 5 条の 3 番について立証が終わりました。本件について、質疑、意見が

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

た。本件について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）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農地法第５条の 4 番について、15

番の松下芳久委員の方から立証をお願いいたします。 

 

15 番委員：15 番が５条の 4 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 12 月

29 日に行いました。譲渡人は、佐伯市女島区に在住の○○氏、89 歳です。譲受人は、佐

伯市新女島区に在住する○○氏、74 歳です。転用の目的は、譲受人は○○○○の屋号で

鉄鋼業を営んでいますが、平成 8 年 1 月、農地法の転用許可を受けずに鉄工所の建物を

建築し、整地を行い鉄鋼製品置場として使用しています。登記簿謄本を確認したところ、

この土地の登記地目が農地であることを知りました。違反転用なので始末書が添付され

ています。申請地の位置は、女島埠頭線を南方向に向かい、木材団地から 150ｍ行ったと

ころの右側に位置しています。申請地は、佐伯市字鼻面向○○番地○○、登記地目は畑、

現況は宅地、地積は 333 ㎡ですが、全体事業面積は 452 ㎡です。農地の区分につきまし

ては、農振地域外の農地で、都市計画区内で工業地域に該当します。取得後は引き続い

て現況のまま使用します。排水については、合併処理浄化槽へ接続しており、又鉄鋼製

品置場は自然流下しますので支障はありません。隣接地との境界については、道路と水

路に囲まれており、又用地が低地だったため盛土を行い、南側及び西側、北側はコンク

リート擁壁で施工しています。被害防除については、東側、南側は道路、西側、北側は

水路で、又鉄工所を建築し鉄鋼製品置場用地として利用して19年ほど経過していますが、

近隣からの苦情等はありませんので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と思いますので、ご審議のほどお願いいたし

ます。 

 

議  長：５条の 4 番につきまして 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）採決をいたした

いと思います。農地法第 5 条の規定による許可申請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。よって本案は原案のとお

り承認をすることに決定をいたします。それでは続きまして農地法第 5 条の 5 番につき

まして 14 番の清水秀人委員の方からお願いいたします。 

 

14 番委員：14 番が５条の 5番を立証いたします。本件は所有権の移転です。調査は 12 月 25 日に行



いました。譲渡人は福岡県福岡市の会社員、○○氏です。譲受人は佐伯市長島町の○○

氏、不動産業です。転用の目的は、譲受人が宅地分譲用地として利用する計画です。工

事は許可あり次第 2 月 10 日から 4 月 30 日の予定です。申請地は佐伯市海崎の海崎変電

所より東へ 250ｍの場所に位置しております。申請地は佐伯市大字海崎三田所○○番、地

目は田、現況は畑、面積は 208 ㎡です。外 4 筆で 1,710 ㎡、すべて果樹園で栗を植えて

います。農地の区分は第 3 種です。被害防除については、東側は農道、南、北側は田で

すが荒地です。30 年以上草刈もしておりません。西側は宅地で何ら被害はありません。

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。皆

様方のご審議をお願いします。 

 

議  長：農地法第 5条の許可申請書の５番につきまして 14 番の清水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ので、本件について採決をいたしたいと思います。

本件について賛成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をすることに決定をいたします。それで

は第 4条、5条が終わりました。これにつきましては本委員会の意見を付して、知事宛に

進達をすることに決定をいたします。農地法に関係する議案の審議は以上で終わります。

ここで一旦休憩をいたしたいと思います。35 分まで休憩をいたします。 

 

（10 分休憩） 

 

議  長：それではただ今から再開をいたしたいと思います。引き続いて農用地利用集積計画（案）

について、農林課の方からご提案をお願いいたします。 

 

農 林 課 ：農林課の中村です。本年もよろしくお願いします。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）として作成いたしました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 29 件となっております。お手元 

の農用地利用集積計画（案）の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 2年、6筆、13,362 ㎡。契約期間 10 年、23 

筆、24,557 ㎡。これらを合計しまして、29 筆、37,919 ㎡となっております。なお、各契 

約の詳細につきましては、次ページ以降をご確認をお願いします。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します。 

 

会  長：農林課の方から提案理由の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)。よろしいでしょうか。それではただ今提

案のありました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をする

ことに決定をいたします。それでは続いてですね、利用権設定の推進についてということ



でお願いします。 

 

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 

新規掘り起しをお願いしているところでございます。満期到来者分につきましては該当す 

る委員の方々にリストを添付しております。再設定の際にご相談等受けた場合はご指導方 

よろしくお願いいたします。なお、利用権設定用紙が必要な場合は、ご連絡いただければ 

こちらからお届けいたしますのでお願いいたします。今回の書類に締め切りは 1月 20 日 

としております。農林課中村、または各振興局までご提出をお願いいたします。以上です。 

 

議  長：説明が終わりました。このことについて質疑、意見がありましたら出してください。よ

ろしいでしょうか。（はい、の声あり）はい、つきましては、お願いということでよろし

くお願いします。続きまして、3番の農用地利用配分計画の意見の聴取についてというこ

とでご提案をお願いします。 

 

農 林 課 ：皆さんこんにちは。佐伯市農林課水田畜産係の下川です。昨年は色々とお世話になりま 

した。ありがとうございました。本年もよろしくお願いいたします。早速ではありますが、 

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）に添って説明をさ 

せていただきます。資料表紙の裏側は集計表になっております。今月の案件は平成 28 年 

3 月 1 日開始分です。契約期間 10 年の田、18 筆、面積は 22,038 ㎡、畑、3筆、面積 1,431 

㎡、計 21 筆、面積 23,469 ㎡となっております。詳細につきましては 4ページ目から農用 

地貸付調書を添付しておりますので、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、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議  長：はい、説明が終わりました。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。意見が特になければ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。はい、ありがとうございました。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：それでは続いて 4 番の非農地証明願について、事務局の方からの提案をお願いいたしま

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 12 月 28 日に 1番の髙橋武夫委員 

と事務局 2名で行いました。申請農地の位置は、佐伯市直川仁田原にあります。3筆とも 

大分バスの上の地バス停から 700ｍほど細川内川沿いを 700ｍほど東方向に入った山間部 

にある農振地域外の農地です。1筆目は直川大字仁田原字乳母河内○○番○、地目畑、220 

㎡です。2筆目は同じく仁田原字乳母河内○○番○、地目畑、5.25 ㎡です。3筆目は同じ 

く仁田原字乳母河内○○番○、地目畑、地積 184 ㎡です。○○番○と○○番○は原野化 

しており、○○番○は林道の道路敷となっているとのことです。耕作放棄された年月日 

は、昭和 50 年 12 月頃で、約 40 年経過しております。耕作放棄された理由は、3筆とも 

鹿や猪による被害が甚大で、耕作意欲の減退に加えて転居により圃場までの距離が遠くな 



ったため、昭和 50 年ごろから耕作放棄されたとのことです。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：はい、本件についてはですね、私の担当地区なんですが、農地の利用状況調査に行った

時にですね、すでに荒廃化されて竹が周囲に繁茂して、今言われるように 40 年来手が入

れられていないというような状況です。そういうことで判定としては赤印で判定をしてお

りました。以前は茶園として利用しておったんでしょう、大きな茶の株が残されておりま

す。それで今のこの状態では農地として利用することは非常に困難かなというように思い

ます。それから一番最後の○○番○については林道が奥まで入っております。林道の用地

の一部として、ほとんど農地化というのは困難かと思われます。状況としては以上のよう

なことです。 

 

議  長：本件について何か質疑、意見がございますか。はい、どうぞ。 

 

８番委員：８番後藤です。このゼンリンの地図の右側に住宅があります。○○さんっていう、この

方と知り合いなんだけども、私が農業委員をしちょるっていうことを知っちょるんじゃと

思いますが、○○さんの案件が出たかなあ、出たかなあっていうのを、3,4 ヶ月前くらい

から聞きよるんですが、ちょうど○○さん方の前にしいたけのほだ場があります。自分方

の農地もすぐ近くにあるものですから、ちょっと雑談的な話じゃったんですけども、原野

になって木が大きいなったら申し訳ないですけども切らしていただきますよという念書

を取ったという風に聞いております。そこのところは、この申請された○○さんの方で、

そういう内々の約束をしちょるかしてないんかっていうのは事務局の方で確認をされて

ますか。お尋ねします。 

 

議  長：私の方から回答したいと思います。今後藤委員の言われるところは、ちょっとこことは

違うんですよね。○○○○さんって方でしょ、お聞きになったのは。あの方はここの集落

よりちょっと奥になるんですよ。今言われた場所はですね、非農地証明が出ました。しか

し本人に、あそこは農振地域に入ってるとこなんですよ、後藤委員の言われたところは。

農振地域に入っておりますので、しかも基盤整備をされたところでですね、１種農地とい

うことで許可申請はできないと、いうことで本人にお話をしまして、その部分は農振地域

の申請が出たんですが取下げをしていただきました。こことはまた場所が違うんですね。 

 

８番委員：そうですか。了解しました。 

 

議  長：何か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が、

本件について採決をいたしたいと思います。本件について非農地として認める委員の挙手

をお願いしたいと思います。はい、ありがとうございました。それでは非農地証明を発行

することに決定をいたします。 



 

議  長：それでは 4番の報告及び連絡事項ということで事務局の方からお願いします。 

 

事 務 局：それでは４番の報告及び連絡事項の（1）番、平成 28 年度佐伯市農政施策に関する建議 

について（回答）でございます。この佐伯市農政施策に関する建議につきましては、昨年 

の 10 月 19 日に運営委員の方々にお集まりいただきまして、市長の方に提出をしておりま 

した建議でございます。昨日市長名で農林課の方から回答がありましたので、本日委員さ 

んの方にお配りをさせていただきました。内容につきましては、各委員さんの方からご一 

読を願えればと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議  長：建議の回答につきましては説明のあったとおりです。皆さん方で目をお通しいただきた

いと思います。それでは続いて 2番について説明お願いします。 

 

事 務 局：（2）番でございます。平成 27 年度大分県農業委員研修大会についてでございます。こ 

の関係につきましては、昨年から農業委員会の中でもお知らせをしておりまして、12 月

の議案書と一緒にご案内の文書をお送りしたところでございます。今月 1 月 22 日の金曜

日、10 時から別府のビーコンプラザで開催されます。それで本日 1 月 5 日までに出欠の

確認をさせていただきたいということでお願いをいたしておりました。これまでにですね、

14 番の清水秀人委員さん、18 番の田嶋義生委員さん、この 2 名の委員さんから当日どう

しても都合がつかないということで欠席の報告をいただいておりますが、本日ご出席の委

員さんで当日どうしても都合がつかないという委員さん、他にいらっしゃいますでしょう

か。矢野弥平委員さん、河野弘光委員さん、矢野誠一委員さん、松下委員さん、守田委員

さんですかね。再度確認させていただきます。5番守田委員さん、9番矢野誠一委員さん、

14 番清水委員さん、15 番松下委員さん、18 番田嶋委員さん、21 番河野委員さん、26 番

矢野委員さん、でよろしいでしょうか。今名前を読み忘れた方いらっしゃいませんでしょ

うかね。1 月 22 日はよろしくお願いします。今日改めましてご案内の文書、開催要領、

それから当日ご集合いただく駐車場の地図をお配りをいたしておりますのでご確認をお

願いしたいと思います。それとこの 1 月 22 日の農業委員の研修大会終了後にですね、大

分のわさだタウンの方でですね、地域農業の再生と県産農畜産物の消費拡大への街頭啓発

活動ということで、終了後 16 時から開催されます。この街頭啓発活動につきましては、

終了後に髙橋会長、大川副会長、岡田委員さん、黒岩委員さんの女性農業委員さん、４名

の方に出席をいただきまして、この活動に参加していただく予定にしておりますのでどう

ぞよろしくお願いをいたします。 

 

27 番委員：この行程の出発時間は、前回は 8時 30 分じゃねえか。 

 

事 務 局：これは 12月にお送りしたものと同じものをお配りしております。30 分でも間に合うと思 

うんですけど、余裕を持って 10 分早めにさせていただいております。 

 

27 番委員：本当に出発するのはどっちか。 



 

事 務 局：本当に出発するのは 20 分です。 

 

27 番委員：いつもやけど、携帯をほとんどの人が持っちょるんやき、事務局の携帯番号をどっかに

入れちょって。もし行きよって、交通事故に遭うとか腹が痛くなってよう行かんとか、連

絡をせなあ。 

 

事 務 局：事務局のですか。私のを入れとけばよろしいですか。 

 

27 番委員：事務局のバスに乗る責任者の。 

 

事 務 局：バスの乗るっていうことでよろしいですかね。 

 

27 番委員：連れて行くあんたたちの、局長かあんたか。 

 

事 務 局：当日委員さんの方からですね、出席をいただく人数で、バスに誰が乗るかまで決めてな 

いもんですからね。 

 

27 番委員：今でなくていい、行くまでに。 

 

事 務 局：今後ご案内する時には、バスに搭乗する職員の携帯番号を入れるということでよろしい 

ですか。 

 

27 番委員：そうそう。俺どお行く人のは入れんでいいよ。連絡が取れんじゃあ。 

 

事 務 局：連絡が取れる番号を記入するようにしますので。わかりました。 

 

27 番委員：そうしてください。 

 

議  長：年に一度の大会であります。他の地域の農業委員会も多くの方が出席をされますので、

万障繰り合わせてご参加をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。他に何かな

いですか。いいですか。それでは続いて 3番について説明を。 

 

事 務 局：問い合わせが何回か出ておりました採穂目的の農地転用許可について、大分県の農地農 

振室の方から文書による回答が届きましたので読み上げます。27年 12 月 21 日付けの文 

書です。（「採穂目的の農地転用許可について」の通知文書を読み上げ） 

 

議  長：今の件について何かありますか。（意義なし、の声あり）それでは、皆さん方から了解

をいただいたということで、これからの取り扱いについてはそういう取り扱いでいきたい

と思います。続きまして 4番の件について、いいですか。 



 

事 務 局：それでは（4）の公益社団法人大分県農業農村振興公社農地中間管理事業規程による農用 

地についてご説明を申し上げます。本日をお配りしております、「皆さんの農地を活かし 

ましょう」という資料は、昨年の 9月 2日に竹田で開催されました農業委員地区別セミナ 

ーで配られた資料でございます。1ページめくって開いたところご覧いただきたいと思い 

ます。この農地中間管理事業の規程の抜粋ということで一番上に載せているんですけど、 

通常農用地、農業振興地域の整備に関する法律による農用地というのはですね、農業振興 

地域の中に、例えば基盤整備、圃場整備等をした田んぼですとか、そういった農振地域の 

枠が外にあって、その中に農用地というものがあるんですが、この中間管理事業での事業 

対象農用地というのがですね、農振法上の農用地とは異なって、農振地域の外枠、広い農 

用地以外の農地であっても農業振興地域の区域内の農地であれば事業対象農用地という 

ことになるということでございますので、私なんかも事業対象農地っていうのがですね、 

農振法上の農用地と一緒かと思っとったんですけど、そうではなくて、農業振興地域の外 

枠、広い区域が対象になるということで、その点を農業委員さんの方にお伝えをしていた 

だきたいと、先般農林課の方から話がありましたので、このパンフレットの中にですね、 

規程の抜粋、それから農業振興地域と農用地の図なんですが、そこを示したものを本日お 

配りいたしましたので、確認をお願いいたしたいと思います。どうぞよろしくお願いしま 

す。 

 

議  長：説明が終わりました。何かご質問ございますか。よろしいでしょうか。（はい、の声あ

り）この件につきましてもこういった取り扱いでいきたいと思います。それでは続いて 5

番の、互助会、積立の収支報告ということで。 

 

事 務 局：（5）の平成 27 年佐伯市農業委員会互助会・積立金の収支報告についてでございます。 

本日農業委員さんのお手元の方に、昨年１年間の収支の報告をお配りいたしております 

ので、ご確認をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議  長：よろしいですか。それでは監査の結果の報告を私の方からしたいと思います。私と副会

長が監査ということになっておりますので。（会長より監査結果報告） 

 

議  長：それでは本日付議される議案につきましてはすべて終わりました。 

 

事務局長：次回の開催日は、2月 2日の火曜日、午後 2時から市役所 6階の第２委員会室、この部屋 

で開催いたします。閉会の挨拶を副会長からお願いします。 

 

37番委員：それでは平成28年の第1回佐伯市農業委員会を閉会いたします。長時間お疲れ様でした。 

 

（１6時 06 分閉会）  

 


