
平成 30 年第 8回佐伯市農業委員会議事録 

 

日  時： 平成 30 年 7月 6日（金曜日） 14 時 00 分～ 15 時 57 分 

場  所： 佐伯市役所 6 階 第 2委員会室 

出席農業委員： 1 番 山田 定男   2 番 小野 美智子   3 番 市川 一清  4 番 簀戸 猪文 

 5 番 狩生 哲廣    6 番 黒岩 眞由美   7 番 夛田 寿志    8 番 田嶋 義生 

 9 番 高畠 千恵美 10 番 御手洗 大悟 11 番 小野 隆壽   12 番 吉良 勝彦 

   13 番  工藤 雄一   14 番  谷川 享宏    15 番  塩月 吉伸   16 番 河野 周一 

   17 番  三又 勝弘   

出席農地利用 適化推進委員：佐伯 2区 清田 馨 佐伯 3区 安藤 博 佐伯 6区 宮脇 壯次  

佐伯 7区 池田 幸利 佐伯 9区 林 寛    佐伯 10 区 疋田 定  上浦区 白田 一男    

弥生 1区 大石 太士 弥生 2区 出納 幸男  弥生 3区 藤原 安政  本匠 1区 川野 源治  

本匠 2区 髙橋 昭男 宇目 3区 小里 豪    鶴見区 桑原 慶吾   蒲江 1区 井川 英二  

事 務 局：事務局長 穴見 哲男  総括主幹 染矢 公博   副主幹 山田 祐郎  副主幹 田中 眞二 

事務員 井上 真吾     

農 林 課： 副主幹 泉 由香  事務員 黑岩 孝由 

 

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 21 号 農地法第 3条の規定による許可申請について 

    議案第 22 号 農地法第 4条の規定による許可申請について 

議案第 23 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 

     ⑤平成 31 年度農地等利用 適化推進施策の改善についての意見及び県（国）農政施策に 

関する要望・政策提言について 

 

 



事務局長：皆さんこんにちは。開催に当たる前にこの間の 3日の農業委員会の予定が台風接近のため危険

を回避するとともに会場が避難所の開設がなされたということで急遽電話にて7月6日に開催

をするということにしましたので報告をいたします。そして、本日は足元の悪い中、お集まり

いただきまして誠にありがとうございます。では、定刻となりましたので、ただいまより平成

30 年第 8回佐伯市農業委員会を開催いたします。本日の農業委員の出席は 17 名中、17 名全員

の出席となっております。よって農業委員会規則第 6条により会議が成立したことを報告いた

します。また、農地利用 適化推進委員 27 名中 15 名の出席をいただいております。なお、先

月の大分県知事許可案件につきましては、3000 ㎡以上の 2件の許可案件はまだですが、その他

は 6月 29 日付けで許可となっておりますので報告いたします。それでは会長挨拶をお願いし

ます。 

 

会  長：（あいさつ） 

 

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

願いします。 

 

議  長：それでは議事に入ります前に、本日の議事録署名人を指名したいと思います。17番三又委員、

2番小野委員にお願いいたします。それでは事務局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 ページをお開きください。議案書が平成 30 年 7 月 3 日となっておりま

すので、6日に訂正をよろしくお願いします。本日の案件は、農地法第 3条が 4件、田が 3,131

㎡、畑が 1,157 ㎡、合計が 4,288 ㎡。第 4条につきましては、2件、田はなく、畑が 394 ㎡、

合計 394 ㎡。第 5条につきましては、件数 9件、田が 674 ㎡、畑が 2,924.95 ㎡、合計が 3,598.95

㎡。総合計は、件数が 15 件、田が 3,805 ㎡、畑が 4,475.95 ㎡、総合計が 8,280.95 ㎡となっ

ております。以上の案件を提案いたします。 

 

議  長：それでは、議事に入ります。3条の 1番について事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：それでは説明させていただきます。申請地の位置につきましては、配布しています管内図とゼ

ンリン地図を御参照ください。土地の表示、申請人、耕作面積は、議案書のとおりでございま

す。表紙に佐伯市管内図が載っています冊子の 1 枚めくっていただきまして、1ページをご覧

ください。3条の 1 について説明させていただきます。今回の申請は売買による所有権の移転

です。申請農地は、農業振興地域内の農用地です。譲受人は、自己所有農地でミカンや栗を耕

作しているとのことです。農業経営に必要な農機具は所有しています。耕作は主に譲受人夫婦

で行っているとのことです。農地取得後は、野菜類を耕作するとのことです。取得後の耕作面

積は 30.01ａ、3,001 ㎡となり、上浦地域の下限面積 20ａ以上となります。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ないと思われます。 

 

議  長：3条の 1番について、担当の白田推進委員さん、何か意見がございましたらお願いいたします。 

 



上浦区推進委員：特にございません。 

 

議  長：ただいま推進委員さんと事務局からの説明がございましたけれども何か皆さんの方で質疑、意

見等ございましたらお願いします。ないようですので、これより 3条の 1番について賛成され

る方の挙手を求めたいと思います。（挙手多数）賛成多数ということで許可したいと思います。

続きまして 3条の 2番について説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：続きまして、2 ページをご覧ください。3 条の 2 について説明させていただきます。今回の申

請は、売買による所有権の移転です。申請農地は、農業振興地域内の農用地です。譲受人は自

己所有農地で、米やジャガイモを耕作しているとのことです。農業経営に必要な農機具は所有

しています。耕作は主に譲受人夫婦と娘の 3人と繁忙期には 2人のを雇って行っているとのこ

とです。農地取得後は、栗を耕作するとのことです。取得後の耕作面積は 156.19ａ、15,619

㎡で宇目地域の下限面積 40ａ以上となります。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ないと思われます。 

 

議  長： 3 条の 2番の担当の山田推進委員が本日欠席ですので、事務局意見書を読み上げてください。 

 

事 務 局：3条の 2 の山田推進委員から貰っている意見書につきまして、特に問題はないと思われますと

いうことをいただいております。 

 

議  長：ただいま事務局、推進委員さんの説明が終わりました。これより 3条の 2番について質疑、意

見等を求めたいと思います。どなたかございませんか。ないようですので、これより 3 条の 2

番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手多数）賛成多数ということで許

可したいと思います。続きまして、3条の 3番について事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：続いて 3ページをご覧ください。3条の 3について説明させていただきます。今回の申請は、

売買による所有権の移転です。申請農地は、農業振興地域内の農用地です。譲受人は、世帯所

有農地で米、カボス、野菜を耕作しているとのことです。農業経営に必要な農機具は所有して

います。耕作は主に譲受人夫婦と孫の 3人で行っているとのことです。農地取得後は米を耕作

するとのことです。取得後の耕作面積は、283.11ａ、28,311 ㎡で弥生地域の下限面積 40ａ以

上となります。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ない

と思われます。 

 

議  長：担当の出納推進委員さんお願いいたします。 

 

弥生 2区推進委員：この案件につきまして、このままの状態で稲作をするということを確認しております

ので別に問題はありません。 

 

議  長：ただいま 3条の 3番について説明が終わりました。これより質疑、意見等を求めたいと思いま

す。どなたかございませんか。ないようですので、3条の 3 番について賛成される方の挙手を



求めたいと思います。（挙手多数）賛成多数ということで許可したいと思います。続きまして

3条の 4番について説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：続いて 4ページをご覧ください。3条の 4について説明させていただきます。今回の申請は売

買による所有権の移転です。申請農地は、農業振興地域内の農地です。譲受人は自己所有農地

で米、野菜類を耕作しているとのことです。農業経営に必要な農機具は所有しています。耕作

は主に譲受人夫婦の 2人で行っているとのことです。農地取得後は、柿を栽培するとのことで

す。取得後の耕作面積は、45.31ａ、4,531 ㎡となり本匠地域の下限面積 30ａ以上となります。

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ないと思われます。 

 

議  長：担当の川野推進委員さんお願いいたします。 

 

本匠 1区推進委員：今見てのとおり、柿が植わっているんですが、これを荒らすような状態になりつつあ

りますので、譲受人が再度これを立派な柿園という形にしたいというような話でございました。

私の方からは別に問題はないと思いまして申請するようお願いいたしました。 

 

議  長：ただいま 3条の 4番について説明が終わりました。これより質疑、意見等求めたいと思います

がどなたかございませんか。ないようですので、3条の 4 番について、これより挙手を求めた

いと思います。賛成される方の挙手をお願いします。（挙手多数）賛成多数ということで許可

したいと思います。続きまして、4 条の立証に入りたいと思います。4 条の 1 番について事務

局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：4条の 1について説明いたします。お配りしている地図の 5ページをご覧ください。申請地は、

農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の畑です。農地造成によ

る一時転用です。かさ上げを行い土地の高さを 40 ㎝上げる計画です。申請地は、もともと周

囲から一段低い位置にありました。昨年の台風 18 号で周囲から水やゴミが大量に流れ込んだ

ため、土地の高さを上げ農地に水が流れ込まないようにしようと考えました。申請地は 40 ㎝

のかさ上げを行いますが、周囲からは 10 ㎝低くする計画ですので、土砂の流出等の被害はな

いと思われます。また、水利権はありません。 

 

議  長：続きまして、担当の大石推進委員さんお願いいたします。 

 

弥生 1区推進委員：見てのとおり、今荒れているんですけど、去年の台風で水が入ったんです。それでか

さ上げをするので、問題ないと思います。水利権もありません。 

 

議  長：ただいま 4条の 1番について説明が終わりました。これより 4条の 1番について質疑、意見等

を求めたいと思います。どなたかございませんか。これより 4条の 1番について賛成される方

の挙手を求めたいと思います。（挙手多数）賛成多数ということで承認したいと思います。続

きまして 4条の 2番について説明をお願いいたします。 

 



事 務 局：4条の 2について説明いたします。地図の 6ページをご覧ください。申請地は、農業公共投資

の対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の畑です。今回の申請は、周囲の駐車

場を整備したことにより、お寺への参拝客が増えたため、新たな駐車スペースが必要になった

ことによるものです。駐車場用地としての用途による申請ですが、平成 30 年 3月 29 日に駐車

場用地として許可を得た○○○○番の造成工事を行った際、工事を行った業者にうまく話が伝

わっておらず申請地まで造成をしてしまったとのことです。許可を得ず造成工事を行ったこと

に対して今回始末書が添付されております。新たに工事を行うことはなく、現状のまま利用す

るので周囲に影響はありません。また、水利権もありません。 

 

議  長：続いて担当の安藤推進委員さんお願いいたします。 

 

佐伯 3 区推進委員：ここは、○○○の駐車場ですが、坂道を約 200ｍ上がった所にお寺があります。 近

高齢者が多くて上まで歩いて行くのが難だということで、この駐車場用地を造成したというこ

とです。皆さんからも喜ばれているということと、周囲の状況から見ても問題ないと思われま

す。 

 

議  長：4条の 2 番について説明が終わりました。これより質疑、意見等を求めたいと思います。どな

たかございませんか。ないようですので、4 条の 2 番について賛成される方の挙手を求めたい

と思います。（挙手多数）賛成多数ということで 4条の 2番を承認したいと思います。続きま

して、5条の 1番について事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：5条の 1について説明いたします。地図の 7ページをご覧ください。申請地は、農業公共投資

の対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の畑です。現場事務所及び駐車場とし

て利用する計画です。申請地の隣に普通倉庫と加工工場を建設する計画があり、そのための仮

設事務所と駐車場で利用します。なお、申請地は造成工事を行っており、今回始末書が添付さ

れております。新たに工事を行うことはありませんので、周囲への被害はありません。また、

水利権もありません。 

 

議  長：続きまして、担当の藤原推進委員さんお願いします。 

 

弥生3区推進委員：特に問題ない所ですが、影響についての意見を書きとめておりますので読み上げます。

周囲は、隣地に 20 年以上耕作放棄した畑があります。その部分とこの周囲の雑種地並びに埋

立中の非農地等に囲まれておりまして、現場事務所、駐車場用地としても災害の発生はまず考

えられません。農業用排水施設への影響についてですが、当地を含め雨水は自然流下して周囲

の農業用排水路等の施設には全く問題はありません。農地利用の集積に支障を及ぼす恐れはな

いということについては、隣地の農地は 1筆で周辺農地と離れており、農用地の利用集積には

支障がないということです。それから、土地改良の施設の機能に及ぼす恐れがないことについ

ては、そういう施設を作る時にそういう恐れがないかということですが、前の意見と同様に施

設等の機能に支障はないと思われます。ここは、ここを含めて 10 号線から番匠川の鉄橋にか

けて広い所ですが、以前から非農地ということで地区の方からいろいろな被害、災害の時には



流木とかゴミの堆積場になるし、近年では非農地化した畑の中にイノシシが巣を作る場所にな

っておりましたので、非農地としてこの周囲は雑種地等で埋め立てられておる所です。そうい

うことでこの地区の西にあたる所に小田という田んぼ地帯があります。ここが約 6町ぐらいで

すか 7町ぐらいですか、その部分についてもイノシシ等の被害が出ておりまして、地域の方か

ら早くここをきれいにやってほしいという意見も多々出ていた所です。そういうことで、田ん

ぼ等の営農条件の影響については特に問題はありません。ということで総合して、ここはそう

いうものが建っても問題ないという結果です。 

 

議  長：ただいま現状説明、それから二次的な被害を含めての説明も終わりました。これより 5 条の 1

番について質疑、意見等求めたいと思います。どなたかございませんか。はい、どうぞ。 

 

6 番委員：周りの両端は転用しているんですか。埋立の。 

 

弥生 3区推進委員：私の方から説明します。これは、番匠橋の方面から西南の方向に向いて撮った、いわ

ゆる田んぼの方に向いて撮った部分です。この隣の○○○○が私の畑だったんです。私の所に

埋立業者が 2、3 か月前に来て、そこは申請が済んでいるのかと言ってきたので済んでいると

言いました。済んでないけど急ぐからということで、それは駄目、やめとけということで止め

ていた所です。そういうことで中止をしていた部分です。確か始末書が出てますね。 

 

議  長：続いて、はい。 

 

12 番委員：そこは、畑の所を埋め立てているんですよね。周囲に問題があるとかないとかいう前に畑を埋

める申請をされているかどうかというのが事前にあるんじゃないかな。 

 

弥生 3区推進委員：埋めるにあたって私も気を付けていたんですけども、近くに田んぼがあるんですけど

も、ここまで上がって見ることはなかったので、実際に上がって見ないと境界がわかりにくい

んです。それで、その業者から話があった時に、埋めるんなら申請は出したのかと聞いたら、

出してないということでした。以前周囲の非農地証明をいくつも出して処理していたんですけ

ども、その時一緒にしないかという話を世話をしている人を通じて話したんですけどなかなか

話に乗らなかった人です。遅れてこういう事態で建設業者が早く埋めたいということで、いい

んだろうということで埋めたらしいです。それで言って来たので私がストップをかけて、この

申請で始末書が出ているということです。 

 

議  長：事務局何かそれについて補足することがありますか。 

 

事 務 局：農地造成、田んぼを畑に変えるという意味での始末書ではなくて、雑種地に変えるということ

で、土地の造成ということでの始末書、埋め立てを仕掛かって途中で止めたということの始末

書になっております。この前までは、土が被る前までは、非農地証明願の時に見たことがある

かと思いますけども、薮、原野化している状態が元々の形です。 

 



議  長：よろしいですか。 

 

事 務 局：ゼンリンを見ていただけるとわかりますけども、○○○○の左側が先程藤原推進委員さんが説

明した前に転用許可が出た所、その続き、そちらがやる時に土を一緒に入れかかってしまった

のを止めていただいたという経緯になっております。 

 

議  長：よろしいですか。 

 

12 番委員：周囲がどうのと言っているのではなく、手続き上そういう畑をやる場合にはそういう手続きを

踏んでするんじゃないですかというのが私の質問です。畑を無届で埋めたりなんかしていいん

ですかという話。それに対して、非常にいいと思いますよ、見た目にきれいになって良いんだ

けど、ひとつの畑を埋立するのに申請をちゃんと出してするべきじゃないんですかというのが

私の質問です。それに対して始末書で今後済ましていくのかということ、そういう問題は今後

起きてくると思いますよ。始末書でどんどん起こしていって、はい、はい、はいというような

形でやっていいんですかという話。そのへんのところはもう少し、今回許すにしろ許さないに

しろ、もう少し始末書で済ますのではなくて厳密にする必要があるんじゃないのか。そうしな

いと今後、我々もやっていく時に必ず問題が掛かってくると思います。 

 

議  長：事務局説明をいいですか。 

 

事 務 局：農地の造成というか、埋め立てに 2 種類ございまして、農地のかさ上げということであれば、

この後農地として使うということでのかさ上げ、造成が一つで、もう一つは、雑種地にする、

宅地にするといった意味での農地造成、2 種類ございます。わかりにくいかもしれませんが、

今回は畑を農地として使うのではなくて、元々資材置場とか重機の置場になっておりますので、

そういった形で造成をするにあたって許可を取らずに土を入れてしまったということに対し

ての始末書になっております。吉良委員のおっしゃるように厳密にするとなると本来であれば

土を全部退けてくださいと、元の、ここでいうと原野、荒れた畑ですので、そういった状態に

戻せるのかということがまず審議するにあたって受付の際に考えるところです。状態を見た時

に、またお金を掛けて、造成を元に戻させるのかということを考えないといけないので、それ

を考えた時には、今回は現状復旧は厳しいだろうということで、ですから前の畑野浦の太陽光

みたいに現状復旧できた事例もございますけども、これは厳しいのかなと事務局の受付の段階

では判断させていただきました。 

 

議  長：はい、どうぞ。 

 

7 番委員：これは、左と右は許可は取っているんですか。 

 

弥生 3 区推進委員：左ですが地図で言ったらこの番号がついてない方ですが、事前の私の○○○○です。

これは、佐伯市に合併する前にかさ上げ申請の届けを出したんです。届けを出して 17 年に許

可を得て私が畑にするために、他所から土を持って来て表土だけ保留したんです。埋めてもら



って、ここを 3、4 枚を完全に出来上がってなかったんだけど、その前の弥生町時代にその年

に予定通り土が足りなくてできなかった、そしたら出来上がってから連絡してくださいという

返事だったのでそのままして、2 年前にやっと埋めあげてとりあえず畑の状態にしたんです。

そして、畑の状態から雑種地に変える手続きを踏んで、また土を動かしたんです。そういうの

があって、工事業者にうちの続きはまだ埋められんよと、申請を出さないと埋められないと言

ったんですけども、土地を持ってた人がしたのかと思って埋めたらしいです。そしたら聞いた

らまだやってないということで、それなら工事をストップしよという経過です。この右側、○

○○○の図面を見ますとこれが 1筆だけがまだ畑で残っています。それを先程説明の中で言っ

たように周囲にその農地が含まれております。雑種地等ですね。そういう説明を先程したとこ

ろです。ですからもう一筆畑が残っているのは、その業者には話をして埋めるんだったらその

申請を出して埋めてくださいと言ってあります。他の弥生の業者にもその話をしております。

そういう経緯があって、ここは地区の方からきれいにして欲しい、それから田んぼの方から畑

の方にゴミが流れていくので国土交通省の排水施設の方に流れるようにして欲しいと要望を

聞いておりますので、ここは田んぼと違って、非常に農地として残すことに不適当だという判

断で以前の非農地証明も取組んできた所です。 

   

議  長：事務局。 

 

事 務 局：夛田委員の御質問にお答えします。○○○○のスライドの左側、先程藤原推進委員の説明の土

地でございます。ここが○○○○で、右側が○○○○の畑ですけどもこちらは許可はありませ

ん。造成を本来は○○○○で止まってないといけない造成が、今回の○○○○と右側の○○○ 

○まで及んだ結果でこういう状態になっております。ですからスライドの右側の土地はまだ今

から追認申請で出てくる土地であろうと思います。 

 

7 番委員：道路がないようにあるんですけどどこから行くのでしょうか。 

 

弥生 3 区推進委員：○○○○までは、地図を見てください。○○○○○○○の下側に農道が入ってます。

5 条の①という部分に農道が入ってます。○○○○○○○の建物がある右に、私の土地の部分

に農道が入っていたんです。昭和 43、4 年ごろ、ここを○○○○が土地を取得する時にここで

やめていて、○○○○○○○の建物の所から私の所の土地の方に入っていた農道があったもん

ですから 1ｍぐらいです。それを私がこちらに付け替えて私の畑の所まで入るようになってい

たんです。それ以外はこの 5条①申請地の下に書いている農道がずっと延びている、それ以外

農道はありません。ですから、これから番匠川の右岸の堤防の付近には農地というのはありま

せん。 

 

事 務 局：添付していただいている図面では、ゼンリンの方を見ていただきたいんですけども、○○○○

の左側から下に道があると思いますけども、そこから道路を上げていくという計画になってお

ります。○○○○は既に雑種地でその道に面している所は原野になっております。そちらを造

成して道を作るという計画になっております。 

 



7 番委員：図面上、道路がないのでどうやって行くのかなと。 

 

事 務 局：そこは畑でない部分に通すということで計画が上がっております。 

 

議  長：よろしいですか。画面の左は全部終わってますよということで認識しておいてください。これ

から右側の方が今藤原推進委員の説明した土地なんですけども、まだ申請が終わってないので

工事をストップしているという説明でした。他にございませんか。はい、どうぞ。 

 

12 番委員：この間蒲江の方で、あれの時にはこうしてくださいということでしたよね。今回のこれはいい

ですよと。何処の基準で我々は判断したらいいんですかということを疑問に思っているんです。

蒲江の人から話を聞いた時にうちはこれだけのことをしているのにここは何でこれでいいん

ですかと、農業委員としてどういう弁解をしたらいいのか私はその辺が苦慮する所です。事務

局が受け付けた段階で、事務局はどういうところで線引きして受け付けるのかどうか、その辺

の所をもう少し明確にしておかないと、今後そういう問題が農業委員に日々掛かってくると思

いますけど。事務局答弁をお願いします。 

 

議  長：事務局いいですか。 

 

事 務 局：畑野浦の太陽光の見解であれば、あれも造成を仕掛かったということで、追認で上げればこの

パターンと一緒だったと思っております。ただ、審議する中で当然戻しなさいという議論が出

てきましたので、そこは農業委員会のこの場で判断していただいて、均して表土を入れ直して

許可相当の案件が出たという経緯になったと思っております。今回のこの造成に関しましても

総会の場で農業委員さん達が駄目だというのであれば、それはそういう判断をしていただくし

かないとは思っておりますけども、線引きをどうすればいいのかという所を判断していただく

場だと思っておりますので、回答になってないかもしれませんが、事務局の方でなかなか明確

にこうしてくださいというところはなかなか言えないところではあります。なので線引きをし

たいということであれば、改めてこの場でも別の場でも結構ですけども、本当に話す場を設け

て明確に農業委員会としての線引きという形は決めていただく分には全く差し支えはないと

思っております。 

 

議  長：吉良委員いいですか。これは弥生町時代の造成地なんです。藤原推進委員さんの左側からずっ

と埋めてきたのが今になっているということなんですよ。ここの土地の奥に、防災基地が予定

されていたのが、それが無くなったということもございます。これから右側は水門があります。

水門の手前までは、こういう状態で全部埋めていくのかなというふうには、こっちも認識して

います。これ以上のことはできないかなと。ただ、藤原推進委員さんがストップさせたことに

関してはベターだなと、農業委員としてはそこまではしていかないと駄目ですねということは

思っています。いいでかね 5条の 1番としては。はい、どうぞ。 

 

佐伯 7区推進委員：吉良委員の言っていることが正解だと思います。私が農業委員になった頃 1回ちょっ

と声を上げて言ったことがありますが、無断転用は、罰則として定められて 3 年以下の懲役、



300 万までの罰金をと言ったら全国に例がないからそういうことはしませんというようなこと

を言ったことがあります。それはそれで構わないんだけど、あえて罰則みたいなのがなければ

正直農業委員会というのは、いつかの国会で言ってましたけど、転用委員会やということを言

ってました。確かに今の状態なら申請書を持って来て上げれば、今日も十何件出てますけど、

却下されるということはまずありません。私が今までここに来た中でも、絶対止めてこれは通

さんぞというようなことはまずありません。その辺はしっかり吉良委員の言うように事務局で

ここはこうなっているからできませんという線引きをきちっとするべきだと思います。 

 

議  長：事務局、今後の対応について一言ありますか。 

 

事 務 局：事務局としては、ここはどうでしょうかと案を出すことはできますが、 終的な線引きの決定、

基準の決定ということであれば農業委員、総会、運営委員会に諮るとかしてそれが佐伯市農業

委員会としての総意ということであれば、それに基づいてしていかなければいけないと思って

おります。 

 

議  長：そのとおりだと思います。決定機関はここにありますから、線引き云々というのは、これから

運営委員会等々でどういう状態の時は却下とか、これは始末書でいいよとかいうものについて

はやっぱり練っていかんといかんのかなと思いますけども、ただこれはこの件についてではな

くて今後のということでよろしいですか。今後の対応については今事務局が言ったように線引

きというのはある程度していかないかんのかなというふうに思います。これは大変難しい状態

だと思いますけども、意見が出た以上やっていかないかんなというふうに思います。いいです

か。5 条の 1 番についての採決をしたいと思います。5 条の 1 番について賛成される方の挙手

を求めたいと思います。（委員挙手）17名中 9名ということで賛成多数ということで承認した

いと思います。続きまして 5条の 2番について事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：5条の 2について説明いたします。地図の 8ページをご覧ください。申請地は、農業公共投資

の対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の畑です。駐車場として利用する計画

です。大分県佐伯土木事務所が施工する県道梶寄浦佐伯線道路工事に伴い譲受人の工場が買収

用地となりました。残地部分に倉庫を建てるにあたり、駐車スペースが足りなかったため今回

の申請となりました。隣の○○○○番と一帯で 5台分の駐車スペースを設置します。新たに工

事を行うことはありませんので周囲への被害はないと思われます。また、水利権はありません。 

 

議  長：担当の桑原推進委員さんお願いいたします。 

 

鶴見区推進委員：この転用につきましては、特段問題ないんですが、赤印で書いている三角形ですが、た

ぶん 6.95 ㎡ないんですよ。3㎡ぐらいしかないと思います。もうちょっと道路側の方まで 1ｍ

ぐらい延ばすと 6.95 ㎡ぐらいになるので、字図との確認ができてなかったようにあります。

転用そのものには問題ないんですが、事務局の方に調べていただきたいんですが、ゼンリンの

地図を見ていただければわかるんですが、県道梶寄浦佐伯線の道路拡張に伴ってこの地図の○

○○○、それと○○○○さんの土地が立ち退きになったわけです。その○○さんの土地に倉庫



みたいな小さいのが建っていますけども、ここが農地だったわけです。ここは道路の残地とし

て小さい所が残ってしまった訳です。○○さんが買収されましたので、その代替地として○○

さんの土地を貰ったわけです。そこに倉庫等を建てるんですが、ここを駐車場用地として使い

たいということでありまして、3 者契約みたいな形になってるんです。こういう場合公共用地

で残地が出て農地として残しても全く農地として使いようがない。こういう場合公共用地の残

地というのでわざわざ農業委員会に掛けなくても転用できるような制度があるんじゃなかろ

うかなと思っているんですが、その辺は事務局の方にお尋ねしたいと思っています。 

 

事 務 局：こちらが大分県土木事務所から相談があった案件なんですけども、元々はゼンリンを見ておわ

かりのとおり宅地があってそこの宅地と一帯になっていました。元々は。大分県土木事務所が

相談に来た時には既に分筆されておりまして、この畑の部分の名義が変わった状態でどうかな

らんかなということで来まして、名義変更する前であれば、まだ家が建っておりましたので、

全体を住宅敷として追認で宅地に変えてからという話はできていたのですが、もう先に買収と

いうか、名義変更を、元々は宅地と畑の 2筆あって一体で住宅敷になっていた所です。さっき

桑原推進委員さんがおっしゃられたように残地なんですがこちらで確認した限りでは、勿論県

が買い取ってくれるのが一番問題はなかったんですが、買い取らないということでしたので地

権者にお願いをして住宅を取り壊していただいて、この状態までしていただいてから今回の申

請にかけていただいた次第であります。 

 

議  長：よろしいですか。 

 

鶴見区推進委員：私の方はいいんですけども、県土木の方が先に分筆してしまってこういうことになった

ということなんでしょうけども、今後もこういうことはあると思うんです。残地の部分とか。

○○さんも別な土地に前回農地を転用することで家を建てましたので、そういう形で、3 者契

約で公共用地として、道路とかの公共用地として使う場合農業委員会の許可は必要ないですよ

ね、そうなった場合これも 3者契約で○○さんは○○さんの跡地を、自分の土地が無くなるた

めに変えるものなので出来るんじゃないかと思うんですけど、ちょっとその辺が、掛けないと

駄目ですか。 

 

事 務 局：どちらかというと、法務局が認めれば問題ないと思うんですが、恐らく底地が農地で残ってい

る以上は許可書か何か持って来いと、勿論そこが大分県の名義に変われば話は別だと思います

が、大分県がそれをしないということでしたので、現状では打開策が見つからなかったので今

回 5条ということになっています。だから、残っている部分に関しましては大分県は一切入っ

てないという状況です。 

 

鶴見区推進委員：転用については、全然問題ありませんので構いません。 

 

議  長：よろしいですか。今、話しているのは今度道路が入ってくる、この三角以外の話をしているん

です。 

 



鶴見区推進委員：いや、三角の用地が除かれて、これだけしか残らない他の農地部分は全部買収されてい

る。 

 

議  長：先に県の方が登記しているので、今の所うちの方としては、ちょっと手が出ないかなというふ

うに思いますけども。いいですかね、5 条の 2 番について、今事務局と推進委員さんの説明が

終わりました。これについて質疑、意見等あれば皆さんの方から出してください。ないようで

すので、5 条の 2 番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手多数）賛成多

数ということで承認したいと思います。続きまして 5条の 3番について、説明をお願いいたし

ます。 

 

事 務 局：5条の 3について説明いたします。地図の 9ページをご覧ください。申請地は、都市計画区域

内第二種住居地域の第 3種農地の畑です。自営業を営んでいる譲受人が店舗と一体となった住

宅を建築します。家族が増えたことや営業を行っていく際の立地条件の良さを考え、新たに住

宅を建てることになりました。現状の高さのまま建築するので、土砂の流出等の被害はないと

思われます。建物の高さも 6.8ｍと日照の被害もないと思われます。排水は公共下水に放流し

ます。水利権はありません。 

 

議  長：担当の清田推進委員さんお願いいたします。 

 

佐伯 2区推進委員：別にありません。 

   

議  長：ただいま 5条の 3番について説明が終わりました。これより質疑、意見等を求めたいと思いま

す。どなたかございませんか。ないようですので、5 条の 3 番について承認される方の挙手を

求めたいと思います。（挙手多数）賛成多数ということで 5条の 3番を承認したいと思います。

続きまして 5条の 4番についてお願いいたします。 

 

事 務 局：5条の 4について説明いたします。地図の 10 ページをご覧ください。申請地は、農業公共投資

の対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の畑です。借人が一般住宅を建築しま

す。家族が増えたことにより、現在の借家が狭くなったことや借人が貸人の元で農作業をしよ

うと考えその拠点として新たに住宅を建築しようと考えました。現状の高さのまま建築を行う

ので土砂の流出等の被害はないと思われます。また、当該住宅は、周囲の農地から間隔を空け

て建築し、建物の高さも 5ｍの平屋建てですので、日照の被害もないと思われます。排水は合

併処理浄化槽を設置し水路に放流します。水利権はありません。 

 

議  長：担当の池田推進委員さんお願いいたします。 

 

佐伯 7 区推進委員：別に問題はないと思いますのでこのまま進めていきたいと思います。お願いします。 

 

議  長：ただいま事務局、推進委員さんからの説明が終わりました。5 条の 4番について質疑、意見等

求めたいと思います。ないようですので、5 条の 4 番について賛成される方の挙手を求めたい



と思います。（挙手全員）全員賛成ということで承認したいと思います。続きまして 5 条の 5

番について説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：5条の 5について説明いたします。地図の 11 ページをご覧ください。申請地は、農業公共投資

の対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の畑です。倉庫用地としての用途によ

る申請ですが、平成 22 年 5 月ごろが譲受人が許可を得ず倉庫を 2 棟自身で建築し利用してい

ました。現在も利用しており今回始末書を添付しての申請です。新たに工事を行うことはあり

ませんので周囲への被害はありません。また、水利権はありません。 

 

議  長：担当の宮脇推進委員さんお願いいたします。 

 

佐伯 6区推進委員：ただいま事務局の方から説明があったとおりでございます。この件については、始末

書が付いて許可申請が出ております。私もこの現地を見ておりますので、別に周辺農地に対す

る被害はないと思います。それと、さっき言われたように水利権もございませんので問題ない

と思います。 

 

議  長：ただいま 5条の 5番について説明が終わりました。これより質疑、意見等求めたいと思います。

どなたかございませんか。ないようですので、これより 5条の 5番について賛成される方の挙

手を求めたいと思います。（挙手多数）賛成多数ということで 5条の 5番を承認したいと思い

ます。5条の 6番について説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：5条の 6について説明いたします。地図の 12 ページをご覧ください。申請地は、農業公共投資

の対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の畑です。譲受人が一般住宅を建築し

ます。子どもの成長と共に現在の借家が手狭となったため新たに住宅を建てようと考えました。

現状の高さのまま建築する計画ですので周囲への被害はないと思われます。排水は、合併浄化

槽を設置し、道路側溝へ放流します。また、水利権はありません。 

 

議  長：担当の推進委員さんは欠席ですので意見書を読み上げてください。 

 

事 務 局：担当の推進委員さんからは、問題ない旨の意見書を添付いただいております。 

 

議  長：5条の 6 番についてただいま説明が終わりました。これより質疑、意見等を求めたいと思いま

す。ないですか。はい、どうぞ。 

 

15 番委員：一番 初のスライドにしてください。これは、畑からの転用でしょ。だけどこれはクラッシャ

ーか何かやっているんじゃないですか。そう見えません。畑に見えますか。申請する前に自然

に何か他のことをしているんじゃないですか。事務局そこの確認を。 

 

事 務 局：こちらは以前倉庫が転用許可を得ないまま建ってた所ではあったんですけども、そちらを一旦

全部取り壊してもらって更地にしてもらいました。 



 

議  長：よろしいですか。他にございませんか。ないようですので、5 条の 6番について賛成される方

の挙手を求めたいと思います。（挙手多数）賛成多数ということで 5条の 6番を承認したいと

思います。続きまして 5条の 7番について説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：5条の 7について説明いたします。地図の 13 ページをご覧ください。申請地は、都市計画区域

内近隣商業地域の第 3種農地の田です。譲受人が宅地分譲用地を 2区画造成する計画です。周

囲にはブロックが設置されているため、土砂の流出等の被害はないと思われます。また、排水

は市の下水道に放流します。水利権はありません。 

 

議  長：担当の清田推進委員さんお願いいたします。 

 

佐伯 2区推進委員：昔から大きな家で、田んぼから道の方が宅地で裏を畑で使っていました。だいぶ荒ら

して作ってなかったですが、今度前に家を建てたのでこっちを使う計画です。よろしくお願い

します。 

 

議  長：ただいま 5条の 7番について説明が終わりました。どなたか質疑、意見等ございましたらお願

いいたします。ないようですので、5 条の 7 番について賛成される方の挙手を求めたいと思い

ます。（挙手多数）賛成多数ということで承認したいと思います。続きまして 5条の 8番につ

いて事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：5条の 8について説明いたします。地図の 14 ページをご覧ください。申請地は、農業公共投資

の対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の畑です。一般住宅用地として利用す

る計画です。譲受人の家族が増えたことや生まれ育った土地に家を建てたいとの希望から新た

に住宅を建築することになりました。なお、今回の申請は、先月出したものですが、○○○○

番の土地も含めたいということから先月の申請を取り下げ、改めて再度申請を出し直したもの

です。コンクリートブロックを設置するため、土砂等の流出等はないと思われます。また、建

物は平屋建てですので日照の被害もないと思われます。排水は合併浄化槽を設置し、集落排水

に繋ぎこみます。また、水利権はありません。 

 

議  長：担当の安藤推進委員さんお願いいたします。 

 

佐伯 3区推進委員：問題ないと思います。 

 

議  長：ただいま 5条の 8番について説明が終わりました。どなたか質疑、意見等ございましたらお願

いいたします。これより 5条の 8番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙

手多数）賛成多数ということで 5 条の 8 番を承認したいと思います。5 条の 9 番について、事

務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：5条の 9について説明いたします。地図の 15 ページをご覧ください。申請地は、農業公共投資



の対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の田と畑です。一般住宅を建築する計

画です。現在の借家が手狭となったことや譲受人の妻の実家が近くにあることからこの場所に

新たに住宅を建てようと考えました。現状の高さのまま建築するため、土砂の流出等の被害は

ないと思われます。また、建物も周囲から距離をとって建築するので日照の被害もないと思わ

れます。水利権はありません。 

 

議  長：担当の藤原推進委員さんお願いいたします。 

 

弥生 3区推進委員：先程説明の中にちょっとありましたが、この関係は、親子関係です。親の持っている

土地の一部道路沿いをということで 2筆に渡って住宅を建てるということで、ここは集落排水

がこの地区はあるんですが、集落排水はなかなか難しいということで合併浄化槽を設置して道

路側溝に流す予定です。その他農業上についても影響はございません。特にその他についても

問題ございませんのでよろしくお願いします。 

 

議  長：5条の 9 番について説明が終わりました。これより質疑、意見等を求めたいと思います。どう

ぞ。 

 

佐伯 7区推進委員：話の続きですけど、先程塩月委員が言われたように、これ田んぼと畑とはちょっと違

うんじゃないですか。 

 

弥生 3 区推進委員：私の方から説明します。他の土地が余り写ってないですが、元々は 3ｍ程低かったん

です。この地区から切畑地区、集落排水をする残土、左側のふるさと林道を作るための残土等

で公共的なことで残土置き場ということで 初は埋めておりました。その部分に畑にするとい

うことで、良い部分の土をこの一角に積んでおりました。そして親父さんのお父さんの土地を

分けていただいた土地です。それが数年前になります。そこの部分で、その残土を退けて残土

を広げたんですけども、残土に石が混ざっていたので、この周囲には、畑で現在カボス等をこ

こを含めて植わっております。これは農業委員の方と確認しております。現地で見ると畑で利

用しているということがわかります。そういうことで石はあるんですが、周囲は畑で利用して

おります。その一角です。 

 

議  長：補足で、現地確認の時にも柑橘系の苗木は植わってございました。他に質疑、意見等ございま

したらお願いいたします。ないですか。それでは、これより 5条の 9番について賛成される方

の挙手を求めたいと思います。（挙手多数）賛成多数ということで 5条の 9番について承認し

たいと思います。3 条の 4 件については、佐伯市農業委員会として許可したいと思います。4

条の 2 件、5 条の 9 件については多数の意見を附して知事に進達したいと思います。それでは

ここで 10 分間休憩したいと思います。 

 

（10 分間休憩） 

 

議  長：それでは、その他の議案に入りたいと思います。農用地利用集積計画（案）について、農林課



泉さんお願いします。 

 

農 林 課：こんにちは。農林課園芸振興係の泉です。よろしくお願いします。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取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 5 件となっています。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 5 年は 5 筆で 6,631 ㎡、今回はこの 5 筆のみですので合計 5 筆で 6,631

㎡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に掲載していますので御確認

をお願いいたします。以上の内容につきましては、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、御審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議  長：ただいま農用地利用集積計画（案）、長良、堅田の 5筆が出てまいりました。皆さん質疑、意

見等ございますか。ないようですので、賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手多

数）賛成多数ということで許可したいと思います。続きまして、利用権設定の推進についてお

願いいたします。 

 

農 林 課：次に利用権設定の推進についてです。期限切れのものがありませんでしたので、新規掘り起し

のみお願いいたします。今回の書類の締め切りを 7 月 20 日金曜日とさせていただきます。も

し御相談等あれば農林課又は各振興局まで御提出をお願いしていただければと思います。なお、

用紙等必要な案件がありましたら御連絡いただければお渡ししたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。 

 

議  長：今月は 7 月 20 日が締切日となっています。よろしくお願いしたいと思います。続きまして農

用地利用配分計画（案）についてお願いいたします。 

 

農 林 課：こんにちは。佐伯市農林課水田畜産係の黒岩と申します。本日は総括の下川が出張で不在です

ので代わって説明させていただきます。よろしくお願いします。皆様のお手元に配布しており

ます資料、農用地利用配分計画（案）に沿って説明をさせていただきます。資料の 1枚目の裏

側をご覧ください。今月の案件は、平成 30 年 9 月 1日契約開始分となっています。契約期間 5

年の田が 5筆、面積が 6,631 ㎡、契約期間 9年の畑が 3筆、面積が 5,743 ㎡、この畑 3筆につ

いてなんですけれども、平成 29 年の 9 月から契約開始されております。借受者が法人を設立

したため、個人名義の契約を一度解約し、法人名義で改めて再契約するものとなっております。

そのため契約期間については、前借受者からの残りの期間として 9年となっております。今月

は、田、5筆、面積 6,631 ㎡、畑、3筆、面積 5,743 ㎡、合計 8筆、面積 12,374 ㎡となってお

ります。詳細につきましては、農用地貸付調書を添付しておりますので 2枚目以降をご覧くだ

さい。簡単ではございますが以上で説明は終わりますので審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議  長：ただいま農林課より農用地利用配分計画（案）について説明がございました。どなたか質疑、

意見等ございましたら挙手をもってお願いいたします。ないようですので、農用地利用配分計



画（案）について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手多数）賛成多数というこ

とで承認したいと思います。続きまして、非農地証明願について事務局説明をお願いいたしま

す。 

 

事 務 局：私の方から非農地証明願の 1番の説明をさせていただきます。今回の申請地ですけども、佐伯

市本匠大字笠掛字サンゴノ上○○番及び○○番の 2 筆でございます。2 筆は隣接地となってお

りますので一括して説明をさせていただきます。当申請地の現地調査についてでございますが、

6月 26 日に担当区の川野推進委員と事務局の方で実施をいたしました。当申請地の場所等につ

いてですけども、市役所から本匠方面に向かいますと、弥生地区と本匠地区の境界に鬼ヶ瀬ト

ンネルがございますが、そのトンネルを抜けまして、すぐ右手に本匠中学校、本匠小学校がご

ざいます。左手は笠掛橋が掛かっておりますが、笠掛橋を渡りまして地区に入り、約 300ｍの

地点を右折し、100ｍ先に申請地の宅がございますけども、その先の山際上が今回の申請地で

ございます。申請地は周辺農地より 14、5ｍ上に位置をしております。申請地に行くには極め

て急峻で狭隘な里道を通る必要がございまして、また申請地は山側に連れましてだんだん高く

なるような勾配になっております。申請地の眼下、14、5ｍ下になりますが、そこには民家が

ございまして、民家の方が景観を考慮しまして申請地との筆界について一部下草を刈っている

状況もございますけども、全体的には草木が生い茂り、山林の状況にございます。申請者の方

に聞き取りをした結果、現地の状況については昭和 53 年から周囲が山林化した、加えて仕事

上の都合で農地としての意地をすることが非常に困難だといったことから耕作放棄に至った

とのことでございます。よって、非農地証明発行基準要領の第 4項目にございますが、森林の

様相を呈して農地への復元が困難である、物理的に難しいということに該当しようかというふ

うに思いますので、委員の皆さんには慎重審議の上、御承認をいただければというふうに思い

ます。 

 

議  長：ただいま非農地証明願について説明がございました。どなたか質疑、意見等ございましたら挙

手をもってお願いします。ないですか。それでは、非農地証明願の 1番について賛成される方

の挙手を求めたいと思います。（挙手多数）賛成多数ということで許可したいと思います。続

きまして、平成 31 年度農地等利用 適化推進施策の改善についての意見及び県（国）農政施

策に関する要望・政策提言について事務局説明をお願いします。 

 

事 務 局：別紙で両面刷りで右上に①と書いた書類、平成 30 年度佐伯市「農地利用 適化推進委員」意

見・要望等と書いた紙がありますが、意見・提案をお願いしたところ 4件意見が提出されまし

た。先日運営委員会で諮りまして、①②③④と打っておりますが、①番と②番に関しまして国、

県の方に提言させていただきたいということで運営委員会の方でまとまりました。③と④につ

きましては、県、国というよりは、佐伯市の施策に関連するということで、佐伯市に要望する

際に③と④を意見として出したいと思っております。 

 

議  長：先日皆さんの方から提出していただいた意見、提言等について事務局の方から説明がございま

した。どなたか意見等ございましたらお願いいたします。よろしいですか。 

 



事務局長：長い時間お疲れさまでした。次の開催につきまして、8 月 2 日から日にちが変わりまして、8

月 7 日火曜日、午後 1 時 30 分から市役所 6 階第会議室で開催いたしますのでよろしくお願い

いたします。日にちが変わった理由は、認定農業者の総会が 2日にあるということで、そちら

に出る人が多いということで、急遽 8月 7日に変更になりました。それでは閉会のあいさつを

副会長お願いいたします。 

 

17 番委員：これをもちまして、平成 30 年第 8回農業委員会総会を終了いたします。お疲れさまでした。 

 

（15 時 57 分閉会）  

 

 

 


