
平成 30 年第 1回佐伯市農業委員会議事録 

 

日  時： 平成 30 年 1月 5日（金曜日） 14 時 00 分～ 16 時 27 分 

場  所： 佐伯市役所 6 階 大会議室 

出席農業委員： 1 番 山田 定男   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    

15 番  塩月 吉伸    16 番 河野 周一  17 番   三又 勝弘   

出席農地利用最適化推進委員：佐伯 1区 波戸崎 孝 佐伯 2区 清田 馨 佐伯 3区 安藤 博 

佐伯 4区 山田 裕也 佐伯 5区 清水 秀人  佐伯 6区 宮脇 壯次 佐伯 7区 池田 幸利   

佐伯 8区 小川 忠重 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  

宇目 1区 岡田 安代 宇目 2区 矢野 弥平  宇目 3区 小里 豪    直川 1区 曽根田 正弘   

直川 2区 橋迫 新五 鶴見区 桑原 慶吾   蒲江 1区 井川 英二  蒲江 2区 津田 幸喜 

蒲江 3区 松尾 孫重  

欠席農業委員： 2 番 小野 美智子  14 番  谷川 享宏 

事 務 局：事務局長 天野 仁  局長補佐兼総括主幹 金田 誠  副主幹 染矢 公博   

副主幹 田中 眞二  事務員 井上 真吾     

農 林 課：総括主幹 下川 秀文 総括主幹 橘 公展 総括主幹 三浦 秀一 事務員 児玉 真輝 

 

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 

     ⑤農地の集積・集約に係る活動方針（案）について 

 報告及び連絡事項 

     ①活動記録簿の書き方について 

     ②農地利用の最適化に係る委員紹介のチラシ（基本形）について 

     ③許可申請案件の現地調査グループ分けの変更について 

     ④佐伯市営堆肥工場の設立に関する要望書について 

     ⑤平成 30 年度佐伯市農政施策に関する要望・提言について（回答） 

     ⑥平成 29 年度大分県農業委員会研修大会について 

     ⑦平成 29 年度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について 

     ⑧平成 29 年佐伯市農業委員会互助会・積立金収支報告について 

     ⑨その他   

 



事務局長：皆さん、定刻になりましたので、農業委員会を始めたいと思います。改めて明けましておめで

とうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。本日の欠席委員は、2番小野委員

さん、14 番谷川委員さんの 2名です。農業委員 17 名中、本日の会議の出席者は 15 名です。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します。また、農地利用最適化推

進委員さん 27 名中 24 名の出席をいただいております。次に先月の大分県知事許可案件につき

ましては、12 月 19 日付けで 5件許可となっていますので報告いたします。それでは会長挨拶

をお願いいたします。 

 

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

願いいたします。 

 

議  長：それでは議事に入る前に、議事録署名人を指名したいというふうに思います。本日の議事録署

名人、16 番河野委員、17 番三又副会長にお願いいたします。それでは議事に入ります前に事

務局から議案説明をお願いいたします。 

 

事務局長：それでは、議案書の説明に入る前に、議案書の訂正がありますのでよろしくお願いします。議

案書の 5 ページの 5 の 2 です。取り下げになっております。その関係で、その下の小計面積

593.25 が 439.25 です。それと 6ページ 3,254.25 が合計面積です 3,100.25 になります。以上

訂正をお願いいたします。それでは提案をいたします。農地法第 3条、件数 5件、面積田 7,666

㎡、面積畑 324 ㎡、面積計 7,990 ㎡。次に農地法第 4条、件数 4件、面積田 987 ㎡、畑 767 ㎡、

面積計 1,754 ㎡。次に農地法第 5条、件数 9件、面積田 822 ㎡、畑 2,278.25 ㎡、面積計 3,100.25

㎡。合計、件数 18 件、面積田 9,475 ㎡、畑 3,369.25 ㎡、面積合計 12,844.25 ㎡です。以上提

案いたします。 

 

議  長：それでは議事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について事務局説明

をお願いいたします。 

 

事 務 局：では説明させていただきます。申請地の位置等につきましては、配布しております管内図及び

ゼンリンの地図を御参照ください。では議案書 3ページ、3条から説明させていただきます。3

条の 1です。今回の申請は売買による所有権の移転です。申請農地は、譲受人自宅の近隣で農

業振興地域内の農用地及び農地であります。譲受人は所有農地で米を耕作し、また畜産をして

おります。牛を 10 頭飼っているとのことです。農機具につきましても、耕作に必要な農機具

を所有しております。取得後の農地につきましては、米と家畜のための飼料米を耕作するとい

うことです。取得後の耕作面積は宇目地域の下限面積 40ａ以上となっております。担当推進委

員さんからも、特に問題ない旨の意見書が提出されております。筆数が多いのでスライドの方

がかなりありますけども説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

 

議  長：ただいま 3条の 1番の説明が終わりました。これより審議に入りたいと思いますが、どなたか

ございませんか。ないようですので 1 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）承認多数にて許可したいといふうに思います。続きまして 2番の説明をお願いい



たします。 

 

事 務 局：3条の 2 です。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。譲受人は今、自己所有農地でシキミと果樹類を耕作しております。農機具につきま

しても、耕作に必要な農機具は所有しております。今回自宅前の農地となっております。取得

後は、シキミ、果樹類を植え直すということで伺っております。耕作面積も蒲江地域の下限面

積 20ａ以上となっております。担当推進委員さんからも特に問題ない旨の意見書を提出いただ

いております。説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

 

議  長：ただいま 3条の 2番の説明が終わりました。これより審議に入りたいと思います。質疑、意見

等ございましたら挙手をもってお願いし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、2 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）承認多数に

て許可したいというふうに思います。続きまして 3番の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：3条の 3 です。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、米と野菜類を耕作しております。農機具につきまして

は、耕作に必要な農機具は所有しております。農地取得後は、引き続き米を耕作するとのこと

であります。スライドのとおり田んぼとして利用されている農地であります。取得後の耕作面

積は、直川地域の下限面積 40ａ以上となっております。担当推進委員から、特に問題ない旨の

意見書を提出いただいております。説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

 

議  長：これより審議に入りたいと思います。挙手をもって質疑、意見等を受けたいと思います。どな

たかございませんか。それでは 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）承認多数にて許可したいというふうに思います。続きまして 4番の説明をお願いいた

します。 

 

事 務 局：4と 5は関連がありますので一括して説明させていただきます。今回の３条－4、5は、売買に

よる所有権の移転です。今回の申請農地は、農業振興地域内の農地です。譲受人は製材業をす

る傍らで、自己所有農地で米と野菜類を耕作しているとのことであります。農機具につきまし

ても、農作業に必要な農機具は所有しております。農地取得後につきましては、当初野菜類と

いうことでありましたが、推進委員さんからの意見書の中に果樹類を耕作するということでス

ライドを見ていただいて分かると思いますが、現在住宅地に囲まれて雑種地の様相を呈してお

りますので、農地に復元をして果樹類を植えるとのことであります。近隣の住宅についても了

解を取っているとのことであります。耕作面積は弥生地域の下限面積 40ａ以上耕作しておりま

す。担当推進委員さんからは先程果樹を作るということで特に問題ない旨の意見書を提出して

いただいております。よろしくお願いいたします。 

 

議  長：ただいま 3条の 4番と 5番の説明が終わりました。これより審議に入りたいと思います。挙手

をもって質疑、意見等受けたいと思いますがどなたかございませんか。それでは 4番と 5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）承認多数にて許可したいと思

います。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。今回の農地は、都市計画区域内、第二種住居地域の第 3種

の畑です。一般住宅用地としての用途による申請ですが、申請人は許可を受けずに平成 8年に

住宅を、平成 14 年に倉庫を建築して使用していました。現在、既に現状のまま利用しており、

今回、始末書を添付しての申請です。こちらの住宅と木に隠れていますがこちらの倉庫の申請

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。担当推進委員さんからも問題ない旨の意見書を添付していただいております。よ

ろしくお願いいたします。 

 

議  長：ただいま 4条の 1番の説明が終わりました。これより審議に入りたいと思います。挙手をもっ

て質疑、意見等を受けたいと思いますが、どなたかございませんか。ないですか。それでは、

1 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）承認多数にて承認し

たいというふうに思います。続きまして、2番の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。今回の農地は、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。駐車場用地としての用途による申請ですが、申請地は平

成 20 年頃から許可を受けずに駐車場として利用していました。現在、既に駐車場として利用

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、水利権もありません。担当推進委員さんからも問題ない旨の意

見書を添付していただいております。よろしくお願いいたします。 

 

議  長：ただいま 4条の 2番の説明が終わりました。これより審議に入りたいと思います。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。ございませんか。それでは、2 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）挙手多数にて承認したいと

思います。続きまして、3番の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：4条の 3 について説明いたします。今回の農地は、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。植林用地としての用途による申請ですが、申請地は昭和

55 年に許可を受けずに杉を植林しました。現在もスライドのとおり杉は植わっており、今回、

始末書を添付しての申請となっております。周囲は山林に囲まれておりますので、農地への被

害はありません。また、水利権もありません。担当推進委員さんからも、問題ない旨の意見書

を添付していただいております。よろしくお願いいたします。 

 

議  長：ただいま 4条の 3番の説明が終わりました。これより審議に入りたいと思います。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。（異議なし、の声あり）異議なし

の声が出ました。これより 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）挙手多数にて承認したいというふうに思います。続きまして、4 条の 4 番について説明を

お願いいたします。 

 

事 務 局：4条の 4 について説明いたします。今回の農地は、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種農地の田です。農地造成の一時転用による計画です。造成後は畑として

利用し、ねぎ・大根・キュウリ等を作付けする予定です。今回、申請地の隣ですがスライド 5



条○○番○と書いている所で住宅を建築する計画があり、施主である申請人の子供が利用する

ために畑に造成することになりました。工事も住宅と一括で行う予定です。隣地との境界はブ

ロック設置、擁壁設置又は法面処理を行い、土砂が流出しないようにする計画です。また、水

利権はありません。担当推進委員さんからも問題ない旨の意見書を添付していただいておりま

す。よろしくお願いいたします。 

 

議  長：4条の 4番の説明が終わりました。これより審議に入りたいと思います。はい、どうぞ。 

 

16 番委員：この一時転用と書いている説明をしていただきたいです。 

 

事 務 局：農地造成、かさ上げということなので、かさ上げ期間中が使えないということで、その間の一

時転用という意味あいでの申請でございます。 

 

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、4 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）挙手多数にて承認したいというふうに思います。続きま

して、農地法第 5条の規定による許可申請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 番について説明させていただきます。申請農地は、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。進入路用地としての転用目的による申請ですが、

申請地は平成23年に譲受人が住宅を建築した際、進入するための道が確保できなかったため、

許可を受けずに進入路として利用していたということです。現在もスライドのとおり入り口、

進入路として利用しております。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。水利権もございません。担当推進委員さんから、転

用には問題ない旨の意見書が提出されています。よろしくお願いいたします。 

 

議  長：5条の 1 番の説明が終わりました。これより審議に入りたいと思います。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。ございませんか。それでは、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。（挙手多数）挙手多数にて承認したいと

いうふうに思います。続きまして 2番の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：5 条の 2 番は取り下げですので、5 条の 3 番について説明させていただきます。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。植林用地として

利用する計画です。申請地は、所有者が死亡後、相続財産管理人選任の申し立てがありまして、

今回の譲渡人が相続財産管理人ということで申請が上がっております。譲受人が椎茸栽培の原

木として利用するため植林を行う計画ということです。周囲は山林に囲まれておりますので、

被害はないと思われます。また、水利権もございません。周辺の住宅の了解も取っているとの

ことです。担当推進委員さんからも問題ない旨の意見書を提出していただいております。よろ

しくお願いいたします。 

 

議  長：ただいま 5条の 3番の説明が終わりました。これより審議に入りたいと思います。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。ございませんか。それでは、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）挙手多数にて承認



したいというふうに思います。続きまして 5条の 4番について説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：5 条の 4 と 5 は隣接地でありますので続けて説明させていただいてよろしいでしょうか。5 条

の 4番。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。申請地の西側は次に説明いたします 5条の 5番の申請地、並んでおります。駐車場とし

て利用する計画です。譲受人の敷地には駐車スペースが一台しかなく、子供や来客者は前面道

路への駐車を余儀なくされていました。今回の申請で３台分の駐車スペースを確保する予定と

のことです。盛土等の造成工事は行わず、整地工事のみを行うため、土砂の流出等の被害はな

いと思われます。また、水利権もありません。担当推進委員さんから、転用に問題ない旨の意

見書が提出されております。続けて 5条の 5でございます。スライドのとおり 5条の 4番の隣

接地であります。もともと 1筆だったのが今回の申請で分筆をしてそれぞれの申請ということ

です。農地につきまして、先程の説明と同様に、第２種農地の畑です。同じく駐車場として利

用する計画となっております。個人事業主である譲受人の息子さんの事業拡大により、現在の

自宅の駐車スペースが資材置場になり駐車する場所が無くなるため、申請地を３台分の駐車ス

ペースとして利用するとのことであります。造成工事、盛土等は行いません。整地工事のみの

ため、土砂の流出等の被害はないと思われます。同じく水利権はございません。担当推進委員

さんから、転用に問題ない旨の意見書を提出いただいております。説明は以上です。よろしく

お願いいたします。 

 

議  長：ただいま 5条の 4番と 5番の説明が終わりました。これより審議に入りたいと思います。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。ございませんか。それでは

4 番と 5 番を一括してやりたいと思います。賛成される方の挙手をもってお願いいたします。

（挙手多数）挙手多数ということで承認したいというふうに思います。続きまして 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番は、先程の 4条の 4の隣地であります。申請農地は、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種農地の田です。一般住宅用地として利用する計画です。転

用者は佐伯市外に住んでおりましたが、結婚を機に、両親のいる佐伯に住むことを決め、実家

に近い申請地に住宅を建築することにしたということであります。隣地との境界部分にはコン

クリート擁壁又はブロックを設置して土砂が流出しないようにするとのことです。排水は合併

浄化槽を設置して、道路側溝へ放流します。管理者確認済であります。水利権はありません。

担当推進委員さんからも転用に問題ない旨の意見書を提出いただいております。説明は以上で

す。よろしくお願いいたします。 

 

議  長：ただいま 5条の 6番についての説明が終わりました。これより審議に入りたいと思います。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。はい、どうぞ。 

 

15 番委員：塩月です。今このスライドで周りを見ますと、結構農地が残るようにあるんですけど、そちら

の方の日照権とかそういう諸々の問題はよろしいんですか。 

 

事 務 局：先程の 4条の 4の部分は自分の親族の農地ということで問題がないと。写真の右側が既に宅地

に転用が出ている所なので建物自体も高くはないので日照権等の問題はないということで聞



いております。 

 

議  長：他にございませんか。ないようですのでこれより 6番の賛成される方の挙手を求めたいと思い

ます。（挙手多数）挙手多数にて承認したいというふうに思います。続きまして 7番の説明を

お願いいたします。 

 

事 務 局：5条の 7 番について説明いたします。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。太陽光発電施設用地として利用する計画です。申請地は長

い間休耕状態であり、新たに耕作できる見込みもないとのことで、申請地の隣地に住宅がある

譲受人が太陽光発電を設置するということで申請が上がってきております。盛土等の造成工事

は行わないため、周囲への被害はないと思われます。また、雨水は自然浸透及び浸透枡を設置

して排水する予定とのことです。水利権はありません。担当推進委員さんから、転用に問題な

い旨の意見書が提出されています。説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

 

議  長：5条の 7 番の説明が終わりました。これより審議に入りたいと思います。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。ございませんか。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）挙手多数にて承認したい

というふうに思います。続きまして 8番の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：5条の 8 番です。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。墓地用地として利用する計画です。今回、大分県佐伯土木事務所が施工する県

道三重弥生線道路改良工事に伴い、道路用地に該当した本匠波寄地区の 2か所の墓地を移転す

ることが必要になりました。移転の対象となった墓地は従来から波寄地区の住民の地縁に基づ

いて管理されておりました。したがって、移転先も近隣が望ましいとの理由により、申請地に

移転することになったとの経緯です。敷地内は、コンクリート舗装をして、土砂の流出等を防

止します。排水は、敷地内に溜枡と側溝を設置して周囲への被害がないようにします。水利権

はありません。担当推進委員さんからも転用には問題ない旨の意見書が提出されております。

スライドの土地は、その形どおりに草の生えているいる部分を剥いだ状態です。土を入れたわ

けではありません。もともとこの土の状態だったということです。よろしくお願いいたします。 

 

議  長：ただいま 5条の 8番の説明が終わりました。これより審議に入りたいと思います。どなたかご

ざいませんか。ないようですので、5 条の 8 番に賛成される方の挙手を求めたいと思います。

（挙手多数）挙手多数にて承認したいというふうに思います。続きまして 5条の 9番について

説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：5条の 9 番です。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。太陽光発電施設用地として利用する計画です。当初は土地の管理に苦慮した貸

人が太陽光発電を行おうとしましたが、資金面から事業を行うことが困難となり、そのため今

回譲受人の方が事業を継承する形として申請が上がってきました。所有者である譲渡人より、

農地への転落防止のため土砂を搬入したということで、今回、始末書を添付しての申請となっ

ております。こちらに関しましては、別添の始末書の写しを別紙で配布しておりますので、そ

ちらを御参照ください。申請地は新たに造成工事は行わず、周囲をフェンスで囲むため被害は



ないと思われます。雨水に関しては自然浸透とのことです。水利権はありません。担当推進委

員さんから補足の説明ということでよろしいですか。 

 

議  長：担当推進委員さんお願いできますか。 

 

蒲江 3区推進委員：蒲江 3区の松尾です。今の説明がありましたように、この地は今般検査に行ったわけ

なんですけども、一番初めにそもそもが車の離合で非常に困るということで地域からの要請で

少し車が避けるぐらいのスペースで埋めておったんですけども、今度は地区の災害の土砂の土

捨て場という格好で災害の撤去でこの地域に埋めたというのが現状でございます。地域にとり

ましてもこの埋め土というものが非常に捨て場がなくて、このような状態になったと、そこの

建設業者の方に聞いて確認を取っております。そのような格好で台風の被害等でこの埋め土を

利用したということが一番初めに言われることになっております。決して地主は、初めから太

陽光のためにしたわけではなく、このような土地が出来て太陽光の方から話があったというこ

とになろうかと思います。   

 

議  長：ただいま 5条の 9番について事務局及び推進委員さんからの補足説明がございました。これよ

り審議に入りたいと思います。どなたかございませんか。ないですか。始末書もこの状態で良

いですね。それでは、5条の 9番について、承認される方の。はい、どうぞ。 

 

12 番委員：12 番の吉良です。前回調査した時に、ちょっとストップかけるような話があったと思うんで

すけど。というのは、先程推進委員さんから説明があったのには、地域の要望があったという

言い方が強くてまあいいかなという思いもあったんですけど、周辺が前も後ろも横も排水の水

がそこに溜まるんじゃないかということがあってこういう埋め方をされて農業委員会が許可

を出してもいいのかなと、今回見直した方がいいんじゃないかというような意見があったんじ

ゃないかな。それで地域の要望とか離合とか、その辺はそれで理解できるんですけども、こち

らの手前も低くなっています。その辺の排水、その辺が農業委員会として許可出した時に農業

委員会がどういう責任か何か掛かってくるのかなと若干そういう心配があります。それがなけ

れば私はいいのかなと思うんだけれども、その辺の所の審議を慎重にお願いしたいと思います。 

 

議  長：他にございませんか。この件は私も現地を見に行きました。本来であれば一時転用、かさ上げ

の申請があってそれから転貸しするような状態なんですよ。農地性がないような埋め方をして

いる状態で、即転貸し、4 条を抑えて 5 条に行っている状態なんですよ。本当にそこでいいの

かなという思いがございます。あとは皆さんの判断だと思います。はい、どうぞ。 

 

13 番委員：13 番の工藤です。確認したいんですけど、災害か何かの埋め土というふうに聞こえたんです

けども、その災害の土砂を工事したのは何処がしたんですか。 

 

蒲江 3区推進委員：地区の高橋建設です。 

 

13 番委員：ということは、行政の方はタッチしてなかったということですかね。 

 

事 務 局：農業委員会の方には相談はございませんでした。だから担当部署が直接動いたかどうかという



のはこちらの方でも動きは掴めてないんですけど。 

 

議  長：はい、どうぞ。 

 

12 番委員：災害が起きた時に、建設課の方は土砂の行き場所、その辺のところを添付して受けるんじゃな

いかな。ちょっと私はそういうあれ思ってるんだけど。例えば何の作業する時とか、どこどこ

の許可を受けた所に土砂を持って行きます。土砂の確保先、その辺を受けてされるんじゃない

かということ、ちょっとひとつ。それと、そこの所の横の繋がり建設課と、多分そういう面で

は建設課が発注すると思うんだけど、建設課の方は、土砂の行き場所を確保してますかと証明

書か何か付けてくださいとかいうそういうシステムになっているんじゃないかな。ちょっとそ

の辺は分かりませんけど、私はそういう記憶をしてるんだけど。 

 

事 務 局：吉良委員のおっしゃるとおり、建設残土の届け出があった時には、そういった手続きをするよ

うになっております。このうちの台風 18 号の時にも土砂の関係で相談はありました。ここじ

ゃなく他の所であったりはしております。ただ、今回の申請地に関しては、そういった相談は

ないです。通常災害土砂埋める場合でも先に届出を出してもらって、それを南部振興局が先に

やっていいよということで許可書みたいな形で簡易的に出して、その後農地であれば 1か月以

内に申請、一時転用ということで出すような形で本来であれば許可を出すようには指導が来て

おります。東日本大震災とかを受けて、あと北部九州の災害を受けてそういった取り決めには

本来であればなっております。こちらはそういった相談は全くこちらに情報が入ってないまま、

さっき松尾委員さんから聞くまでは災害土砂の関係は私も知らなかったです。地域のために低

いから土を入れたということは始末書では確認ができておりましたけども。以上です。 

 

13 番委員：言うことは、そういうその行政の方が間違ったのか、そういうのにも一切なしで建設会社がし

たということになると費用がどっからも出らんはずですからね。一回このところは確認せんと

いかんのじゃないですかね、どういうふうにしたのかという、行政との関係があったのか、な

かったのか、そこを確認しとかんとまた同じことが起きるので、どういうふうな経緯でこうい

うふうな、相談もなしに災害の土砂が農地に埋められたというのを一回調査する必要があると

思うんですけども。ここで許可する前に。 

 

事 務 局：今日知った話なので、そこまで確認が取れてないんですけども。佐伯市が関わったのであれば

恐らくすぐ分かると思うんですが、県の土木事務所とかが発注したやつは直ぐにはそこの結論

は出にくい案件にはなりますけども。 

 

議  長：現地を見た限りでは、度合いがちょっと違うんかなというような状態がしたんですよ。埋め土

をして始末書を出すような状態であれば農地性を持って埋め土して欲しいなと。それもなく、

今回の5条申請になるわけですよ。この5条の 9番については、ちょっと待ってくださいよと、

これは許可できませんよと、取り下げていただけませんかというお願いもしました。我々これ

申請が出るまでは、申請が出て違反ばっかりして勧告が出来て初めて罰則というのが動いてく

るんですよ。それまでは罰則規定というのはありません。ただ、ここでこういう状態で最近の

この前の海崎の件についてもそうだし、本当農業委員さんがこういう状態をスルーしていいの

かなという思いが確かにあります。もうスルーしてもしょうがねぇんじゃねえかなと多分そう



いう人もいるかと思います。賛否両論ある中で、これは本当、佐伯市農業委員さんが、17 名が

どういうふうに判断するかによってこの5条の9番を諮っていきたいなというふうに思います。

ちょっと農地性を持たせてもらえんだろうかというような状態で来月再申請をいただくか、こ

のまま許可するかだと思います。それで審議していただいていいですか。はい、工藤委員どう

ぞ。 

 

13 番委員：ようするに農地をこういうふうな工事をしたのに何処からも申請がなかっというところを一回

確かめてそれを直さんとまた同じことが起こるんで、それはどうしてこういうことになったん

かという、それは行政が関わっとってそういうことになったのか、行政の担当の者が知らない

ということになりますので、そこにちゃんと行って今後はそういうことが起こらないようにし

てもらわないかんので、一回そこのところを確かめて何でこういうことになったかというのを

確かめる必要があると思う原因を。このことがいけんというよりも、そういうやり方がずっと

通っていくということがおかしいんで、それを一回何処がやったんかどうしてこうなったかを

確かめてそういうことが起こらないようにするというのが農業委員会の役目であると思うん

ですけども。 

 

議  長：その調査にしても、今すぐというような状態にはならないと思います。ここ一か月をもって調

査していただいて来月審議するかという話になろうかと思いますので、先程言いましたけれど

も賛否両論あると思います。これで皆さんのどちらにつくか承認をいただいてよろしいですか。

それでは 5条の 9番について、このまま良いですよという方の挙手を求めたいと思います。（挙

手少数）2 名です。来月もう一度調査していただいて来月に審議していただくという方の挙手

を求めたいと思います。（挙手多数）5 条の 9 番については、一か月の保留を掛けて再申請と

いうことで。 

 

事 務 局：すみません。保留にはならないです。掛けていますので。申し訳ないです。一度、許可か不許

可なのかで意見書を、それで意見書を一回上げる形になりますので。 

 

議  長：不許可でいいと思います。 

 

事 務 局：はい。そしたら、農地性を保つということと、さっきの災害の工事の確認ということでよろし

いですか。現状復旧ということであれば、農地らしくしてということでの指導を行うというこ

とでよろしいですか。 

 

議  長：まずここまで至った経緯、それと農地性を持たせてくださいというこの2つでいいと思います。 

 

12 番委員：災害復旧で埋立したという話なんだけど、同じ災害でも河川が埋まって早く退けないとまたす

ぐ雨が降ったら被害を及ぼすという恐れと個人の山とかその辺の所の土が少し崩えたから持

って行き場所がないから持って行ったということと、二通り大きくあると思います。行政がや

ったのであれば、今言ったように行政の横の繋がりが非常にまずいんじゃないかという思いが

します。ちょっと話が飛びますけど、家を建てた所の進入路が農道やったとか今になってそれ

を申請してきたとかいう話なんだけど、それは建築申請する時に、農地とその周辺の所の確認

不足、そういうのもあると思います。今回も建設課が発注した工事であれば、やはりその辺の



ところの今後の連絡をちゃんとしてもらいたいという思いがあります。個人がやればまたちょ

っと話が違ってきますけど、それはちょっと置いといてもらって。それと、私は現実的にはも

う地域から要望があったというんであればいいのかなと思いますけど、あちらの方は非常に家

が低いです。土地が。その時に、その組から何がしかの問題を言われてくるんじゃないかなと

いう心配はしてました。地域からと言ったのはどこの地域ですかという問題があると思います。

同じ地域でもあの近所の家の組がお願いしますよと言ったのと、離れた地域の人が言ったのと

ちょっと違ってくると思います。その辺の確認をしていただきたいという思いがしてます。 

 

蒲江 3区推進委員：いいですか。 

 

議  長：はい、どうぞ。 

 

蒲江 3区推進委員：今地域の話が出ていましたけども、この地域の代表区長をしておるのが私です。そん

な関係でですね、この先にＢ＆Ｇと公民館があるんです。この通りというのが、すごく自転車

が夜通ったり、歩いたりする率が非常に高い訳なんですよ。そのため、埋めてくれというよう

な格好はこっちからの要請じゃないんですけども、1ｍ以上あって危険だなというような範囲

で捉えておりました。まして、地域からここを埋めてくれという要望じゃないです。危険だな

というような地域の区長会の中でも話が出てたというような格好でございます。 

 

事 務 局：よろしいですか。松尾委員さん、災害土砂の関係は何か詳細は聞かれてますか。 

 

蒲江 3区推進委員：土砂は全部が全部災害の土砂という感じではない訳なんです。水路があるんです。水

路に溜まっていると、緊急性が伴うというような感じで一時埋めた経緯があるというような格

好ですね。全部じゃないです。 

 

事 務 局：市とか県とか関わっての。 

 

蒲江 3区推進委員：市ですわ。 

 

事 務 局：市ですか。分かりました確認します。 

 

議  長：他に 5条の 9番について何かありますか。はい、どうぞ。 

 

6 番委員：黒岩です。始末書の文書をちょっと気になる所があるんですけども、埋立しても農地として使

用可能と判断しましたというのは、自分で判断したということなので、それは農業委員会とし

て判断したのではないので、適してない文書だなと思います。それから、埋立しても農地とし

て可能という判断を何処でしたのかというのが疑問だなと思って、木立にも似たような場所は

あるんですが、気がついた時に一度表土を置いてもらいました。なので、そういう順番を踏ん

でもらえたらいいかなと思うんですが。 

 

事 務 局：現況復旧ということが条件であればその旨は地権者の方には伝えるつもりではおります。 

 



議  長：よろしいですか。はい。 

 

15 番委員：15 番の塩月です。松尾委員さんにお尋ねします。これは、写真で見る限りは結構古く見える

んですけども、大体いつ頃盛土になったんですか。 

 

蒲江 3区推進委員：もう 2、3年経つんじゃなかろうか。全部平にしたのはですね。2、3年前ぐらいから

やっとるんじゃないですかね。 

 

15 番委員：私さっきから、4条の部分から気になっていることがあるんですけど、結局農地の転用を許可

なくこういうふうにしていく現状が、多分その当時は農業委員ですよね、各農業委員さん達の

目に入っていると思うんですよ。それがどうしてこういう状態になるのか、これはやっぱり農

業委員さん自体の、推進委員さん自体の、現在は推進委員さんがいますけどね、もうちょっと

農業、農地としての自覚をもっと持って注意をするだけの報告をするだけの義務があるんじゃ

ないかと思うんですけど。2、3年経っているということ、逃げるわけではありません、私はい

ません、だけどそれまでに農業委員からそちらの委員席に座っている方も多々いるかと思いま

す。そういう物件が非常に多い。私もまだ昨年の 7月になってずっと不思議に思っているんで

すよ。何年も経った後にこういうのが出てきて転用の問題が出てきて始末書1枚でずっていく、

ちょっと農業委員会自体がおかしいんじゃねんな。そう思いませんか。 

 

議  長：そのとおりだと思います。8 月に農地パトもやってます。あの農地パトの中の完成度の歩止ま

りというのもものすごく低いです。一生懸命やっている推進委員さんに対して本当申し訳ない

なという思いがあります。今までね。だから現状を今ずっと班分けをして 4名ずつずっと佐伯

市全体を見て回っている中で、こういう所が点々としてくるんですよ。だから本当今まで何を

やってたのかなという思いを持ってます。今、塩月さんが言われたようにこういう事象を見つ

けたら即連絡できるような体制というのも必要かなというふうに思います。埋めよるなぁでス

ルーするんじゃなくて、あそこは農地じゃなかったんかのぉと一報掛けるような状態まで持っ

ていかないと今後もこういう状態が増えてくるのが目に見えています。皆さんにお願いなんで

すけども、本当こういう状態、自分たちは地域が農地が減らされていくとそのまま横目で見る

んじゃなくて、すぐに連絡体制が取れるような委員会にして欲しいなというふうに思います。

はい、他にございませんか。なかったら 5 条の 10 番に移ってよろしいですか。それでは 5 条

の 10 番の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：5条の 10 番です。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申請が上がっております。盛土等の造成工

事は行わず、現状のまま利用するとのことで、土砂の流出はないと思われます。また、建物の

高さが 8ｍのため、日照等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て、

雨水と共に申請地東側の側溝へ放流します。この放流に関しまして、管理者からの承諾を得て

おります。水利権はありません。担当推進委員さんから、転用に問題ない旨の意見書を提出い

ただいております。説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

 

議  長：ただいま 5 条の 10 番の説明が終わりました。これより審議に入りたいと思います。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。ございませんか。ないようですので、5



条の 10 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）挙手多数にて

承認したいというふうに思います。それでは、農地法第 3条 5件、これは許可したいというふ

うに思います。農地法第 4 条 4 件、5 条 8 件については知事の方に多数の意見を附して進達し

たいというふうに思います。これで 10 分休憩したいと思います。 

 

（10 分間休憩） 

 

議  長：再開したいと思います。その他の①農用地利用集積計画（案）、利用権設定について農林課の

説明を求めます。 

 

農 林 課：明けましておめでとうございます。農林課の児玉です。本年もよろしくお願いいたします。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御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87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 2 年、1 筆、1,340 ㎡、契約期間 5 年、18 筆、

17,544 ㎡、契約期間 10 年、38 筆、39,521 ㎡、契約期間 20 年、30 筆、14,641 ㎡、これらを合

計すると 87 筆で 73,046 ㎡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

に掲載していますので御確認お願いいたします。利用権の設定等を受ける者が公社の分につき

ましては、農地中間管理事業を通しておりますので、後程農用地利用配分計画（案）の方で説

明がございます。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）について説明が終わりました。どなたかございませんか。

私の方からいいですか。賃借は要は費用よね、1番最初をめくってもらえればいいんだけど、1

万というのがあるんだけども、この農用地利用集積計画は、基盤促進法の中で決まっているん

だけども、原則として有益、要はお金が原則として発生させるのが原則となっているんですよ。

ただし、特例とあるんだけども、ここの書いてない所、白紙の所は特例措置で全部市役所の方

は受けているというふうに認識していいんですか。いいんですね。 

 

農 林 課：水田畜産係の下川です。私の方から回答したいと思いますが、使用貸借の所で農地中間管理機

構を通して行っているものにつきましては、原則として現金支払いということになります。こ

の場合は受け手の方が、農地中間管理機構の口座にお金を引き落としで入れます。農地中間管

理機構がそのお金を所有者の方に振り込むという作業をしております。ただ、現場としては、

現物支給という所がございまして、農地中間管理事業の中では現物支給というのがございませ

ん。ですから一応表は使用貸借ということになっておりまして、実際には現物支給ということ

で 10ａ当たりいくらというお米を支給しているという所で、中間管理事業の所については使用

貸借となっております。 

 

議  長：中間管理機構を通せない所については、どういうふうな判断をしているのかです。それは特例

として認めてるというふうに判断していいんですか。それは認識しているんですか。 

 



農 林 課：農林課の児玉です。回答いたします。農地中間管理事業を通してない分の使用貸借につきまし

ては、契約する双方で話し合ってもらうんですけども、その時に賃借料はいらない、使用貸借

でいいと双方でお互いに話が出来て契約書をこちらで受け取っておりますので、使用貸借とい

う形で掲載しております。 

 

議  長：特例措置やな。はい。その他ございませんか。はい、どうぞ。 

 

佐伯 7区推進委員：池田です。この後ろの方の今言った賃貸借が 12 万とか 17 万とか蒲江の方であります

けどこれはどういうあれ何ですかね。 

 

農 林 課：農林課園芸振興係をしております橘と言います。先程の質問についてなんですけど、蒲江の方

の分については、イチゴのリース団地の用意をしております。これについては、利用権設定の

一括払いということで、20年間借りるということでやってますので、これを年払いじゃなくて

20 年分を一括で払っているような形で計上しております。 

 

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、続いて利用権設定の推進について

農林課説明をお願いいたします。 

 

農 林 課：利用権設定の推進についてです。満期が到来する利用権の再設定の推進と新規掘り起しをお願

いしているところですが、満期到来者分については、該当する委員の方にリストを添付してお

りますので、再設定の際に相談等受けた場合は御協力の程よろしくお願いいたします。新規掘

り起こしにつきましては、両委員に御協力をお願いしたいと思います。なお、利用権設定用紙

が必要な場合は御連絡いただければお届けいたします。今回の書類の締め切りは 1 月 19 日と

しています。農林課又は各振興局まで御提出をお願いいたします。以上よろしくお願いいたし

ます。 

 

議  長：今回の締切 1 月 19 日ということです。よろしくお願いします。続きまして、農用地利用配分

計画（案）について説明をお願いいたします。 

 

農 林 課：皆さんこんにちは。佐伯市農林課水田畜産係の下川です。昨年同様本年もよろしくお願いいた

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。1枚目の裏面が集計表となっておりますのでご覧ください。今月の案件は、

平成 30 年 3 月 1日開始分です。契約期間 5年の田、18 筆、面積 17,544 ㎡。契約期間 10 年の

田、16 筆、面積 15,165 ㎡、畑、1筆、面積 501 ㎡、合計、17 筆、面積 15,666 ㎡となっており

ます。契約期間 20 年の田、30 筆、面積 14,641 ㎡。今月は、合計で、田、64 筆、面積 47,350

㎡、畑、1 筆、面積 501 ㎡、総合計、65 筆、面積 47,851 ㎡となっています。詳細につきまし

ては、2 枚目から借受者氏名、土地所有者氏名、農地情報等を記載した農用地貸付調書を添付

しておりますので御確認ください。簡単ですが以上で説明は終わりますので御審議の程よろし

くお願いいたします。 

 

事 務 局：事務局からです。担当推進委員さんから配分計画につきましては問題ない旨の意見書をいただ

いておりますので申し添えます。 



 

議  長：ただいま農用地利用配分計画（案）について説明が終わりました。どなたか質疑、意見等ござ

いましたら挙手にてお願いいたします。ございませんか。ないようですので許可したいと承認

したいというふうに思います。それでは、皆様に議事の変更をお伝えしたいと思います。報告

及び連絡事項の中の（5）について非農地証明願いに入る前に、総括も来ておりますので繰り

上げてここで説明をお願いしたいというふうに思います。よろしいですか。事務局お願いいた

します。 

 

事 務 局：私の方から説明というよりか経過を御説明いたしたいと思いますが、お手元の最後の方に市長

名で平成 30 年度佐伯市農政施策に関する要望・提言書について（回答）というものがござい

ますので、その部分だけ見える所に出していただければと思います。順番が違って大変分かり

にくいと思いますけど、市長名の職印が押してあるコピーの分です。この件につきまして、昨

年の 11 月 7 日に運営委員 7 名で、市長の方に皆さんから出していただきました要望・提言書

を市長の方に提出した所でございます。その回答が昨年 12 月 28 日に農業委員会事務局の方に

まいりましたので、今日皆さんにお配りしたところでございます。大項目で 4件程の項目で要

望・提言をしたところでございます。文書で今お手元にありますように回答がありましたので、

会長私が読み上げるよりは皆さんでちょっとの時間読んでもらうような形でよろしいですか。 

 

議  長：よろしいですか、それで。 

 

（各自平成 30 年度佐伯市農政施策に関する要望・提言書について（回答）を読む） 

 

議  長：よろしいですか。すぐさまというような状態の回答内容ではございません。今後も検討してい

くという回答をいただいています。これについても今後また要望・提言をしていきたいなとい

うふうに思ってございますので皆様のお力をお願いしたいというふうに思います。よろしいで

すか。あと続いてこの次第にのっとっていいですか。それでは、その他の④非農地証明願いに

ついてお願いいたします。 

 

事 務 局：私の方から非農地証明願の 1番の説明をまずさせていただきます。本申請地ですけども、資料

のとおり佐伯市蒲江大字丸市尾浦字地下ノ奥○○○○番でございます。当申請地の現地調査に

ついては、昨年 12 月 25 日に担当区の津田推進委員さんと事務局 2 名で実施をいたしました。

場所等については、委員の皆さんにはお手元の方にゼンリンの地図を配布しておりますので、

それを見ていただければというふうに思いますが、丸市尾浦の大分バスのバス停を山側に向け

て進みまして途中梅南寺というお寺がありますが、そこを通りまして東九州自動車道の高架の

下を通り、そこから約 1ｍ先の右手がスクリーンに映している現地でございます。ちなみに左

手にはかなりの面積ですけども太陽光が設置されている状況にございます。スクリーンを見て

いただければおわかりのとおり、現地は既に自然林が生い茂っておりまして、森林の状態にご

ざいます。状況からも農地への復元は不可能な状況にあるというふうに判断できようかと思っ

ています。ゼンリンの地図の中に映し出されていますとおり、番号順に 1枚目については申請

地の下手側からの撮影でございます。2枚目については申請番地の上手から撮影した状況です。

最後 3番目が私どもで、申請地の中に津田委員さんが入りまして申請地内の撮影の映像でござ

います。この申請地についてですけども、このような状況に至った経緯なんですが、両親が亡



くなった後申請者については勤務の都合上、耕作しうる状況になかったということのようでご

ざいます。耕作放棄の時期については、資料にもございますが、昭和 60 年 3 月ということで、

今日まで既に 32 年 9 か月に亘り放置の状況というところでございます。申請人については、

耕作の意思が今後についてもないといったことから、現状からも耕地に復元することは困難と

いうふうに判断できようかというふうに思っています。よって、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いるなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難と、

この基準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の 1番についての説明がございました。どなたか質疑、意見等ございま

したら挙手にてお願いいたします。ございませんか。それでは、非農地証明願の 1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）挙手多数にて承認したいというふう

に思います。続きまして、2番から一括でいいですか、お願いいたします。 

 

事 務 局：今議長が言われましたように、今回の非農地証明願いの案件が 2番から 8番といった具合で続

きますけども、申請者 7 名分、都合 13 筆ございますけども、これらは申請者こそ違え、あら

ゆる条件が同じであるといったことから議長が言われましたように全てを一括して説明をさ

せていただきたいというふうに思います。まず本申請地の 7件について、大字狩生下ノ谷○○

○○番○外 12 筆、都合 13 筆全体でございます。今回この狩生の小福良地区に林業振興と林地

材の搬出を目的に佐伯市の方で新規の林道の開設をする予定でございます。よって林道用地に

係る面積分について非農地証明願の申請が出されたところでございます。これら 7件について

の現地調査については、既に先月の 12 月 12 日でございますが、担当区の宮脇推進委員さんと

私ども事務局の方で実施をいたしました。申請地については、市役所から国道 217 号を海崎方

面に向かいまして小福良地区に入るように左折をし、オオハタパール前を通り、約 500ｍ先左

手が現地でございます。委員の皆さん方にはお手元にゼンリンの地図を配布をしていますので、

それを見ていただければと思います。また、今回は一括しての説明でございますので、加えて

申請番地が 13 筆に及ぶといったことから、その詳細を分かり易くするために関係番地を 1 枚

にして図面の方を整理をし、農業委員さんと担当の推進委員さんのみでございますが配布をし

ております。ただ、配布図面について、担当課の農林工務課より非公開の図面といつたことで

その対応で是非お願いをしたいといったことを言われてますので、大変申し訳ないんですが、

委員会終了後、私どもの方で回収をさせていただきたいというふうに考えてますのでよろしく

お願いします。そこで申請地の 13 筆については、古くから水田として耕作されておりました

けども、水利の確保又海風の影響等、耕作不条件に加えまして後継者不足が原因で申請者の多

くは大体同時期に耕作放棄をされたということでございます。耕作放棄の時期についてでござ

いますが、資料にもありますように昭和 32 年ないしは昭和 37 年ということでございまして、

今日までに既に 55 年又 60 年の期間が経過しておるところでございます。放棄後については、

管理の経緯もなく今日まで現状のままで原野化をされておる状況でございます。許可番号の

726 号で転用許可を出して現在に至っておるというのが状況でございます。委員の皆さんには

準備をしました申請地の映像を見ていただきたいというふうに思います。今回筆数が 13 筆に

及ぶといったことから、私どもで 1筆ごとの映像は撮っていませんけども、申請地の現状が把

握できるような形で映し出しておりますので画像を順次見ていただければというふうに思い

ます。それと配布の資料ですけども、事務局の方で 12 月 19 日に申請範囲の基点から終点まで



を順次撮影をしております。その写真の方向については、赤丸の番号のとおりでございますの

でそういった形で見ていただければというふうに思います。また、宮脇推進委員と現地調査を

しておりますが、その確認写真については、赤の四角で表示をしております。それを見ていた

だければというふうに思います。この申請範囲の延長ですけども全体で約 250ｍでございます。

それでは順次映し出しますのでスクリーンの方を見ていただきたいと思います。まず、1 枚目

の 1番と 2番については市道側から起点部分の○○○○番○を映した写真です。次に 3番の写

真ですけども、○○○○番○から○○○○番○を見た写真でございます。次に 4番は、○○○

○番○を映した写真です。5 番については、○○○○番○、○○○○番○、○○○○番○の写

真です。また赤の四角の 6番はこれは矢印の方向から推進委員が確認をした写真を添付してお

ります。次に 7番ですけども○○○○番○、○○○○番○、○○○○番○の番地を逆方向から

映し出した映像でございます。次に 8 番ですけども○○○○番○、○○○○番○の映像です。

次に 9 番は、これもまた進行方向からの○○○○番○の映像です。赤の四角の 10 番について

は、○○○○番○の推進委員さんから逆方向に確認していただいた映像でございます。次に 10

番と 12 番については○○○○番○と○○○○番○を見た写真でございます。次に 13 番につい

ては、○○○○番○と○○○○番○を逆方向から映し出した写真です。次に 14番については、

○○○○番○と○○○○の写真です。次に赤四角の 15 番は○○○○番○と○○○○番○の推

進委員さんから確認をいただいた映像です。最後になりますがこれ終点です。16番は○○○○

番○と○○○○番○を逆方向から映し出した映像でございます。以上の状況から今後において

農地として復元することは困難で継続して利用することはできない状況にあるというふうに

考えられます。よってこれについても、基準要領の 4の項目にありますが、森林の様相を呈し

ているなど今後農地に復元することが物理的な条件整備が著しく困難な場合と、この文言に該

当しようかというふうに思ってますので、どうか委員の皆さんには慎重審議のうえ、御承認を

是非いただければと思います。 

 

議  長：ただいま非農地証明願いの 2番から 8番まで一括して説明がございました。担当委員さん何か

ありますか。 

 

佐伯 6区推進委員：見た限りでは農地性がなくて全部山林化している状態です。ですから別に問題ないと

思います。 

 

議  長：担当委員さんからの説明もございました。これより審議に入りたいと思います。どなたか質疑

意見等ございましたらお願いいたします。はい、どうぞ。 

 

10 番委員：教えてもらいたいんですが、道が通っているこの計画があるんですけど、道が通る以外の農地

も全部非農地にもちろんするということなんですね。 

 

議  長：事務局いいですか。 

 

事 務 局：お答えします。今回の申請については、委員さんのお手元にあるように分筆登記がなされてお

ります。よって、林道に係る面積のみが申請として出されておりますので、分筆から外れる土

地については、現状のまま、状況は別にして登記簿上は農地のままということになります。 

 



議  長：よろしいですか。はい。 

 

10 番委員：それであれば、4条申請ではなくて非農地にする理由があるんですか。転用ではなくて、悪い

と言っている訳ではないんですけど、もちろん農地ではないと思うんですが既に。4 条で転用

で普通に道にすることはできないんですか。違いがどうなのか疑問に思っていたんですけど、

例えば植林地なんかでも木が植わっている所を 4条で出してくる人もいるし、非農地で出して

くる人もいるから、何か違いがあるのか疑問に思ってました。 

 

議  長：染矢さんいいですか。 

 

事 務 局：そうですね、とりあえず今回は申請者の意向ということでは受けております。先程全部できな

いのかということでの話でしたけども、今回は林道部分に係る所だけ非農地の状況であったと。

一部そうではない部分もございましたので、今回その部分だけ非農地化が進んだ状態というこ

とで申請は受けておりますが。 

 

議  長：よろしいですか。それでは、非農地証明願の 2番から 8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）挙手多数ということで承認したいというふうに思います。続き

まして、その他⑤農地の集積・集約に係る活動方針（案）について事務局説明をお願いいたし

ます。 

 

事 務 局：農地利用の最適化の推進を図る佐伯市農業委員会としての方針の案ということでございます。

皆さん耳にタコができるぐらいお聞きになっていると思いますけど、今日もこういったチラシ

を最後の方に説明はしませんけどチラシを付けておりますが、平成 28 年の 4 月に農業委員会

法が改正され、佐伯市においては去年の 7 月 20 日から今の現在の体制に移行したところでご

ざいますが、その法律の改正の趣旨が農地利用の最適化を最重要業務として必須業務として取

組みなさいということで、法の改正の趣旨のもとに新しい体制になっているところでございま

す。そういったことから県、国の方からその活動について、具体的に取り組みなさいという指

導もございますし、昨年度推進委員さん数名の方から取り組みたいという意見が事務局の方に

寄せられましたが大変言い方が悪かったのかなと思っておりますが、佐伯市農業委員会として

の方針が決まってないのでしばらくお待ちいただけないかというふうな回答をさせていただ

いたところでございます。そのことについて昨年 12 月の総会で運営委員会で諮ったものでは

なくて農業委員さんが集まった総会の場で農業委員さんと関係する推進委員さんも数名いら

っしゃった中でこの活動方針案でよろしいでしょうかとお諮りした、正式決定ではなくて今日

お諮りすることにこの内容でよろしいでしょうかということでお諮りしたところいいだろう

ということの了解をいただきましたので、今日正式に案として皆さんにお諮りしたいというこ

とでございます。まず 1ページの 29 年度と 30 年度というふうに分けて書いておりますが、29

年度の方針について説明いたします。平成 29 年度は、農地利用意向調査、昨年の 8 月に農地

パトロール、農地の利用状況調査全筆推進委員さん又は農業委員さんに調査をしていただきま

したが、その中で、利用が可能な農地で耕作してない農地につきまして郵送により事務局の方

が利用意向調査というものを実施しております。その期限を平成 30 年 1 月末日までに調査の

回答をしてくださいというふうにしております。例年約半分に満たないぐらいの回答しかない

のが状況でございます。今回、29 年度については、意向の調査をしたにも関わらず回答のない



方を約 5名程度選んで試行的に、30 年度から本格的に取り組むにあたって、試行的に 5名方に

2 月、3 月で訪問し回答を求めたいと、これを農地集積・集約に係る活動にしたいというもの

でございます。その際に意向調査の対象でない農地、要するに現在作っている農地とか荒れた

農地等については意向調査の中に入ってはおりませんが、その土地の所有者全農地について今

後の意向、農業経営を廃止、縮小したいとか、拡大したいとかいうことを含めて全農地につい

て、2 ページにございます様式 1 により聞き取っていただきたいというものでございます。訪

問に際しては、農業委員さんと推進委員さんが 3ページにございます担当委員一覧表のとおり

2 人 1 組でチームを組んで実施をしていただきたいという案でございます。この 3 ページの各

委員さんの振り分けの中で農業委員の河野周一委員さんにつきましては、佐伯 6 区の西上浦、

大入島地区と上浦、2つの地域を都合上お願いしたいというふうな案でございます。29 年度の

取り組みの方針をもう一度集約して言いますと農地利用意向調査の回答がない方を推進委員

さんの地区から約5名程度選んで訪問して回答を得ていくという方式の活動を取り行ってはど

うかという案でございます。具体的な説明は 1月末が過ぎましたら全員を集めるなり、それは

ちょっと無理かと思いますけど、個別に推進委員さん、農業委員さんに集まっていただいて訪

問する5名の所有者の方を選んでいただいて取組むようになろうかというふうに思っておりま

すので、2 月の頭あたりに皆さんに個別に連絡していくような方向を取りたいと思っておりま

す。続きまして、平成 30 年度の活動方針案でございますけど、30 年度については、29 年度の

試行的な調査を受けて全農地の所有者の調査票、2 ページにあります別紙様式 1 を事務局が打

ち出して作成して皆さんにお配りしますのでそれを利用してチームごとに、いつまでとかいう

ことはございませんので、活動できる範囲内でカッコに少しずつでもと書いておりますが、皆

さんもお仕事がございますので、活動できる範囲内で担当地区内の農地所有者を全戸調査票に

基づいて、1年で終わるとは考えておりません 30 年、31 年、32 年、34 年、35 年と掛かるかも

しれませんが、訪問して農地の出し手、受け手の調査の把握をしていっていただきたいという

ことでございます。事務局の都合を言って大変申し訳ないんですけど、データの整理に若干時

間がかかりますので、今年の 6月以降でないと、この別紙様式 1を作成することができません

ので、6 月以降に改めまして課税課のデータと突合しながら皆さんにお示ししてまた説明した

いというふうに考えております。とは言え、そんなことではなく 4月から動きたいんだという

委員さんも現実にいらっしゃいます。4 月から訪問したいという委員さんにつきましては、事

務局の方に個別に来ていただければ可能な限り事務局の方で訪問に必要な資料を作成してい

きたいと考えておりますので、6 月以降に関わらず事務局の方においでになって担当と協議し

ていただきたいというふうに思っております。また、そういった 30 年度からの訪問調査をす

るに当たって、おそらく農地を貸したい売りたいという方が相当出てくるだろうと思います。

そういった農地を受け手がいるかどうかというのは農業委員会だけでは把握できない部分も

ありますので、農林課や県南部振興局を含めた検討会をなるべく総会のある日に設定するよう

な形で開催していきたいということでございます。以上が 29 年度と 30 年度の方針の案でござ

います。 

 

議  長：ただいま農地の集積、集約に係る活動方針の説明がございました。ちょっと分らんけどなとい

うような方ございませんか。とりあえず 29 年度 5件程度やってみてください。それから 30 年

度に移行したいというふうに思います。よろしいですか。はい、どうぞ。 

 

佐伯 7区推進委員：このチラシの方に中間管理機構から訪問してくださいとかありますけど、中間管理機



構の活動は数年していると思うんですけど、今事務局の方から資料をお渡ししますと言った中

に今まで中間管理機構が動いてきた資料なんかもいただけるんでしょうか。 

 

事 務 局：中間管理機構のデータ等の窓口が農林課になっていますので、今この場で私の方が提供できる

ということは確実には言えませんけど、もちろん農地利用の最適化の推進に係る業務をするに

当たって必要なことでございますので、私の方からも池田委員さんの必要な書類については私

の方からも申し添えながら、なるべく提供できるような形を取っていきたいと思っております。 

 

佐伯 7区推進委員：セミナーが終わった後すぐに私は事務局の方に行って地権者の、地主の持っている田

んぼはどれくらいあるかというデータが欲しいと言ったら出せないと言いましたけど、今度は

出せるんですか。 

 

事 務 局：大変その際は失礼いたしました。先程も言いましたように、農地利用の最適化の推進に係る業

務でございますので、私の方から一緒に行って出せるという部分について、一緒にお話しに伺

いたいと思ってますし、また農家台帳の方で、利用できるようであれば、そちらを利用すると

か、農家台帳を出した時にどんなものが出るかというのも池田委員さんには一回見ていただい

て判断していただければと思っておりますが 

 

佐伯 7区推進委員：私だけじゃなくて、推進委員が主になって動くんだから、例えば木立の中のこの番地

を誰が使っていて地主は誰ですよというぐらいの情報が欲しいですが。恐らく皆さんそうだと

思いますけど、それくらいの情報は出すような気持が欲しいし、実際私は 12 月ごろから自分

でここの土地は誰が、持ち主は誰でいただいた情報の中から誰が作っているぐらいのことはあ

る程度集積出来ましたけど、担当地区の中でもわからん所もあるので、その辺をしっかり情報

として欲しいですね。 

 

事 務 局：要望として承っておきまして、また事務局レベルで局長からも話をしてもらってなるべくその

方向で行かないとダメだと私個人は思っておりますのでそれで了解していただければと思い

ます。 

 

議  長：他にございませんか。なかったら次に移りたいと思います。皆様にお諮りしたいと思いますが、

この案でいいですか。（挙手多数）はい、ありがとうございます。事務局次に移ってください。 

 

事 務 局：ここからは報告連絡事項ということで、まず（1）の活動記録簿の書き方についてということ

でございます。先程の活動方針に続いて是非これを、研修会の時にも私ちょっと確認の意味で

重要ですと皆さんにお伝えして、活動記録簿にはそういった書き方をしてくださっている委員

さんも居りますが、半数ぐらいの方がなかなか事務局の期待というか趣旨にのっとった書き方

になってないこともございますので、再度、若干変わって御手数をかけますが説明しますので

よろしくお願いします。その意味というのが、本日の総会で皆さんが農業委員、推進委員にな

られた時に基本給の 28,000 円とは別に能率給が支給される場合がありますということで御説

明しております。その能率給につきましては、国の農地利用最適化交付金、活動したり、農地

の集約が進んだ市町村に割り当てられる額ですが、そのお金を全額皆さんに配分しなければな

りません。国の方針が、多く働いた人に多くやりなさいと、逆を言えば同一の金額をやりなさ



いということではないんです。ですから、その根拠を確実に示しておかないと、農業委員さん、

推進委員さんも何で俺の額は少ないのかとか、また、国の会計検査が来た時に配る根拠もない

ということになると事務局も非常にまずい状態になりますので、これは大変重要ですのでよろ

しくお願いしたいと思います。活動記録簿の両面コピーしたものがお手元にあろうかと思いま

す。1 枚目の皆さんに今日も出していただきました農業委員会活動記録簿、○○月と書いてい

る部分がありますが、これの上の方に書いております、農委法第 6条第 2項に基づく業務（農

地利用最適化推進）という欄がありますが、ここの部分を基礎に交付金が来ましたら皆さんに

配分したいというふうに考えております。ですからここの時間によって額が変わると今日はお

示しをようしませんでしたけども、皆さんに例えば 100 万来ても 1万円の人もあれば 1,000 円

の人もあるということに関わる事項でございますので、何度も言って申し訳ございませんがよ

ろしくお願いします。それで、既に出していただいているんですが、国、県の指導等もござい

まして若干変わった面がございます。きっちりこの 1番から最適化推進委員の業務ごとに何処

にいつ何時から何時まで何の業務で活動したかということをはっきりしなさいよということ

ですので、そこについて御説明いたしたいと思います。①の真ん中に農地パトロールについて

私の方で黒枠で大きく四角をして右の方に線を引っ張ってますが、農地パトロール、農地利用

状況調査、8 月、9 月に活動していただいた農地パトロールについては、既に詳細な日にち、

活動、時間、場所等まで書いた記録簿をいただいておりますので、この分については、変わっ

て申し訳ないんですが、この活動記録簿に書く必要はございません。提出済みということでご

ざいます。書いていただいている方もいますが、問題は農地パトロール以外の農地利用最適化

推進に係る活動をした場合 7 月 20 日以降に。ここの矢印の下の方に書いておりますが、農地

パトロール以外の農地利用最適化推進の活動は、活動記録簿の 42 ページからの活動記録帳に

必ず記入してくださいということで、その記入の仕方を裏面に、裏面を開けてください。左側

にありますように 9月 3日 15 時から 16 時まで、場所は○○さんの家とか、○○さん付近の畑

とか、具体的な場所まで書いて右側の方にさっき表面で説明しました①から⑥とか①から④の

番号を書いて、農地の出し手、受け手の利用調整、この文句は表面の文句です。これを書いて

いただいて具体的に 9月 3日を例に取りますと③の農地の受け手、出し手の利用調整という項

目で、女島地区のＡさんから農地を借りたいとの相談を受けたと、よって具体的な地番等も聞

いたので貸してくれそうなＢさん宅に出向いて話を1時間したという内容を詳細に書いていた

だきたいということでございます。ここに書いているように詳細に何をしたかということを日

にち、何時から何時まで、場所と具体的な内容を書いていただきたいということでございます。

大変手間を取らせますが、これがお金に関わっていく件でございますので、7 月から今日も記

録簿を出していただきましたが、今日説明してどうするんかと皆さん思われると思いますけど、

また 4月の時にここを遡って整理しておいていただきたいということでございます。そうしな

いとお金を時間で配分する時に大変都合が悪うございます。皆さんの方も自分はこれは働いて

いるのに何で少ないんかといった時に説明の仕方もこう書いておりますというふうになろう

かと思いますので、是非また出てこないと個別に電話して詳細に書いてもらうようにしたいと

思っておりますので、そういうことのないように、今日持ち帰った部分、7月から 12 月分も含

めて 42 ページ以降に農地パトロール以外の部分がございましたら詳細に書いてください。今

の所、大変こう言ったら語弊があるかも知れませんけど、農地パトロール、農地利用状況調査

以外の活動については、人にはよると思いますけど、余りないかなと思ってますのでその部分

がある方については是非42ページ以降に詳細に書いていただきたいということでございます。

これが交付金の配分に関係いたします。何度も言って申し訳ありません。 



 

議  長：はい、どうぞ。 

 

佐伯 5区推進委員：記録簿だけじゃなかった、今までは。 

 

事 務 局：これ記録簿の内容で研修の時も 42 ページの内容に 1ページ目に書けない時には 42 ページに書

いてくださいという説明だったので、今日言った説明と若干違いはありますれど。 

 

佐伯 5区推進委員：そんなん言わんやった。こういう欄を見たのは初めてや。 

 

事 務 局：研修会の資料を一回見ていただければこれもお手元にございますので。 

 

佐伯 5区推進委員：はい、分かりました。 

 

事 務 局：大変御手数をおかけしまして申し訳ございませんけど、なにぶんにもお金に関わることでござ

いますのでよろしくお願いします。 

 

議  長：他に、はい、どうぞ。 

 

直川 1区推進委員：農地パトロールの分は活動記録簿には書く必要はないということですね。 

 

事 務 局：そういうことでございます。最初の研修会の時の説明ではそうではなくて書いていただいたん

ですけど、二度手間を取らせて大変申し訳ございませんでした。 

 

直川 1区推進委員：はい、分かりました。 

 

議  長：他にございませんか。よろしいですか。はい、どうぞ。 

 

蒲江 1区推進委員：これは毎年、前年を見て農業委員さんが、私達は 7月から推進委員になったんですけ

ど、農地パトロール、利用状況調査は毎年するんでしょ。毎年するけど今年からは書かなくて

いいということ。 

 

事 務 局：この活動記録簿には書かなくていいですよと。農地パトロールした時の記録というのを井川委

員さんにも出していただいております。あれで済みますよという意味でございます。 

 

蒲江 1 区推進委員：今度平成 30 年になったから 7 月からまた始まるでしょ、それはもう書かなくていい

ということですか。 

 

事 務 局：この活動記録簿には書かなくていいですよと。30 年度の 8月の時に説明いたしますけど、農地

パトロール専用の様式がありますのでそれで済みますよという意味でございます。また説明し

ます。井川委員さんもきれいに書いておりますので。 

 



議  長：よろしいですか。パトロールの分と活動記録簿というのは別個になりますので、他にございま

せんか。ないようですので、（2）農地利用の最適化に係る委員紹介のチラシ（基本形）につ

いて事務局お願いします。 

 

事 務 局：農地所有者の皆様へ（基本形）というチラシを皆さんのお手元にお配りしております。推進委

員さんの方から早速農地所有者を訪問して推進委員に私がなりましたのでよろしくお願いし

ますというチラシを配りたいんだがということでお話しがありました。基本形を作らないと皆

さん個別に作るとなかなか作りにくいだろうということで、基本の形をこういった形で作って

おります。農業委員さんが配る時には、若干変えなければいけない所もございます。こんなこ

とを追加してくれという委員さんもおられるかと思います。あくまでも基本形でございますの

で、この基本形を見てチラシを農地所有者に配りたいという御希望があります委員さんは、事

務局の私まで来ていただければ、この基本形を一緒にこういうふうにしたいというような要望

を聞きながら修正をして作って必要な部数を私の方で印刷したいと思っておりますので、そう

いった委員さんがおられましたら私の方まで来られてください。 

 

議  長：よろしいですか。これはいいと思います。次に許可申請案件の現地調査グループ分けの説明を

お願いします。 

 

事 務 局：お手元の方に、許可申請案件の現地調査グループ分けという 1枚なりの用紙をお配りしており

ますが、今までＡ班の方に山田会長が入って、Ｄ班が 5名体制でありました。ですが山田会長

は、全ての現地調査に随行していただいておりますし、これからも随行するという御意向をい

ただきましたので、Ａ班の山田会長の名前を抜いて且つＤ班におりました小野隆壽委員さんを

Ａ班の方に入っていただくという案でございますので、直接関係するのは小野隆壽委員さんが

Ａ班に動いたということでございますので、また随時御連絡はいたしますが、皆さんにお知ら

せします。 

 

議  長：小野委員さんいいでしょうか。 

 

11 番委員：4月は大体何日ぐらいになるかわかる。 

 

事 務 局：3月下旬になろうかと思います。もちろん皆さんお忙しいですから、班に 4 名おりますので、

どうしても出席できない場合は 3名の委員さんと会長が現地に行きますので、忙しい時には事

務局に欠席の旨を伝えてください。 

 

議  長：続きまして、佐伯市営堆肥工場の設立に関する要望書についてお願いいたします。 

 

事 務 局：この要望書について、12 月の総会で農業委員さんと一部出席した推進委員さんの元で案をお示

しして了承をいただきましたので市長の方に農林課を通じて要望書を提出したところでござ

います。決定事項の報告ということでございます。 

 

議  長：よろしいですか。続きまして⑥平成 29 年度大分県農業委員会研修大会についてお願いいたし

ます。 



 

事 務 局：会長、⑥と⑦は当日の同じ行事でありますので一緒に。 

 

議  長：一括でお願いします。 

 

事 務 局：はい。皆さんのお手元の方に、郵送でもお送りしておりましたが、平成 29 年度大分県農業委

員会研修大会の案内について再度写しを差し上げております。今月 1 月 18 日木曜日、ビーコ

ンプラザで 10 時半から開催されます。8 時 20 分に出席される方は文化会館下の駐車場に集ま

っていただきたいと思います。当初お配りした分に山間部の委員さんについては消防署の横と

かいう文書もございましたが、そちらはございません。出席される全委員さんは文化会館下の

駐車場に 8 時 20 分に御集合願います。昼食等も出ますのでよろしくお願いします。交通手段

はマイクロバス 2台と公用車ということになっております。続きまして、⑦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についてということでございまして、1月 18 日研修

大会終了後、会長、副会長と女性農業委員、推進委員さんでトキハわさだタウンで農産物、カ

ボスとニラの配布、そういった活動をするというお知らせでございます。出す農産物等につい

ては会長の方からお願いします。 

 

議  長：今農産物の話が出たんですけど、その前に、この 1 月 18 日農業委員会研修大会においては、

実に佐伯市さん出席率が悪いんだけどという話を伺っております。県の方に会議に行きまして

もこういう話をされますので、出欠のことは皆さん書いたと思いますけど、これからは何とか

無理をして出席をしようかという方がいらっしゃれば是非とも出席願いたいというふうに思

っております。それから先程の農産物については、ニラとカボスを提供したいと思ってござい

ます。ニラについては私、それからカボスについては岡田委員さんの方から提供していただく

ということでわさだタウンの方でこれを配布する状態になります。このお二人については少し

ですけど提供費ということでお支払いしたいというふうに思っております。続いて⑧平成 29

年佐伯市農業委員会互助会・積立金収支報告についてお願いします。副会長いいですか。 

 

17 番委員：内容は見てください。（佐伯市農業委員会互助会・積立金の監査報告） 

 

議  長：これについて質疑、意見等ございますか。ございませんか。それでは、事務局その他をお願い

します。 

 

事 務 局：先程、お配りさせていただきました書類ですけども、Ａ4 横、窓口配布案ということで、表題

に農地法第 4 条、5 条（第 3 条）の許可申請からの流れということで準備させていただきまし

た。こちら、もともと転用の申請に来た時にこれに似た書類は窓口で配布しておりましたが、

昨年の 12 月の農業委員会で諮った海崎の案件、こちら許可申請前に着工があったということ

で審議を 2回に亘ってやったということで窓口でそういった啓発を強化する意味で、この用紙

の一番下の行の注意事項、許可書交付前に着工しないでください。違反転用とみなし不許可若

しくは許可保留となる場合がありますということで口頭では申請者の方には啓発をしており

ましたが、形で残した方がいいのではないかという意見がございましたので配布用紙に文言ひ

とつ付けて作成をさせていただきました。あくまでも案でございますので何か御意見等あれば

いただければと思います。よろしくお願いいたします。 



  

議  長：ただいま事務局から、農地法第 4条、第 5条、第 3条の規定による許可申請の流れ及び注意事

項が書かれたものの説明がございましたけども、何か追加して欲しいなとかいうものがあれば、

これで確実に配布してくださいよということでいいですか。ございませんか。はい、どうぞ。 

 

13 番委員：一番下の不許可若しくは許可保留となる場合がありますとあるが、殆どがならんような感じが

するんだけど。 

 

事 務 局：100 パーセントなるという書き方はどうかなと思いましたので、場合がありますということで

の書き方にしております。 

 

13 番委員：ならん時の方が多いような感じがこの文章でいくと。 

 

事 務 局：今回、12 月に出た案件は年間こういったケースは殆ど出ないケースなので、どちらかというと

発覚した時にはなりますよという啓発が出来るのではないかということでの表現にしており

ますが。出た時に審議していただくということなので、どういう結果になるかということで。 

 

議  長：これを記入してないと、今度現地調査をした時にこれが発覚しましたよと、ちゃんとあなたに

伝えているじゃないですかと言えないんですよ。これを書いとって、すいませんが今回は許可

を取り消していただけませんかとか保留になりますよとか、いろんなことが言えますので、こ

ういう書き方になるんじゃないかなと思います。いいですか。他にございませんか。いいです

か。それではこれを確実に配布し、守っていただけるよう努力したいというふうに思います。

他にございませんか。はい、どうぞ。 

 

事務局長：先程補佐の方からも活動記録簿については報告しましたが、今回新しく活動記録簿を皆さんに

配布しております。これに今月から記入していただきたいと思います。それと 3月締めで 4月

の農業委員会の時に新しい記録簿は提出してください。古い記録簿については出してない方は

7月から振り返っていただいて時間を記入して事務局まで提出していただきたいと思います。 

 

事 務 局：今日活動記録簿を出していただいた方はコピーしてそこに置いておりますので、あと、井川委

員さんと山田委員さん、月の 11 月とか 12 月に付箋付けておりますけど記入がないということ

がありますので記入して再度出していただきたいと思います。先程局長も言いましたように、

新しい分についても私が説明した書き方にしていただきたいのと同時に古い方も 7 月から 12

月の部分について、農地パトロール以外の部分については 42 ページ以降に書いて、2月の総会

の時に出していただきたいという文書を差し上げますので、記入をしておいていただきたいと

思います。うちの方で回収したいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

事務局長：最後になりますけど、マイナンバーカードを持ってきている委員さんで、個人番号の利用の同

意書を出してない方がおりますので、今日出される方と今日持ってきてないけど用紙をくださ

いという方がおれば私の方が持っていますので取りにいらしてください。それでは、次回の開

催日は 2月 1日木曜日、午後 2時から市役所 6階の第 2委員会室で開催いたします。それでは

閉会の言葉を副会長お願いします。 



 

17 番委員：これをもちまして、平成 30 年第 1回佐伯市農業委員会総会を終了いたします。皆さんお疲れ

さまでした。 

 

（16 時 27 分閉会）  

 

 


