
平成 30 年第 2回佐伯市農業委員会議事録 

 

日  時： 平成 30 年 2月 1日（木曜日） 14 時 00 分～ 16 時 28 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   

出席農地利用最適化推進委員：佐伯 1区 波戸崎 孝 佐伯 3区 安藤 博 佐伯 8区 小川 忠重  

佐伯 9区 林 寛   佐伯 10区 疋田 定   弥生 2区 出納 幸男  弥生 3区 藤原 安政 

宇目 3区 小里 豪  蒲江 1区 井川 英二  蒲江 2区 津田 幸喜 蒲江 3区 松尾 孫重  

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  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 4 号 農地法第 3条の規定による許可申請について 

    議案第 5号 農地法第 4条の規定による許可申請について 

議案第 6 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 29 年度農地の集積・集約に係る訪問活動について 

     ②農業委員会活動記録簿について 

     ③その他   

 

 

 

 

 

  



事務局長：皆さんこんにちは。定刻になりましたので、平成 30 年第 2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、農業委員 17 名中、出席者は 17 名全員出席しております。また、農

地利用最適化推進委員 27 名中 12 名の推進委員にも出席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、1月 31 日付けで 13 件中 12 件が許可、1件が不許可となって

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：それでは議事に入ります前に、本日の議事録署名人を指名したいというふうに思います。2番

小野委員、3番市川委員、両名にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。それ

では議案書の説明を事務局の方からお願いいたします。 

 

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 4件、面積田 803 ㎡、畑

1,952 ㎡、計 2,755 ㎡。次に農地法第 4条、件数 4件、面積田 1,859 ㎡、畑 7,609 ㎡、計 9,468

㎡。次に農地法第 5条、件数 3件、面積田ありません。畑 2,045 ㎡、計 2,045 ㎡。合計、件数

11 件、面積田 2,662 ㎡、畑 11,606 ㎡、計 14,268 ㎡です。以上提案いたします。 

 

議  長：それではこれより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 3

条の 1番から事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：では 3条について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。土地の申請人、耕作面積は議案書のとおりで

す。では 3 条の 1 から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、譲受人所有農地の隣で農業振興地域内の農地です。譲受人は所有農地及び借り入

れ農地で米、カボス、野菜類を耕作しております。農業経営に必要な農機具は所有しておりま

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。取得後の農地につきまして

は、カボスを植える予定と聞いております。取得後の耕作面積は弥生地域の下限面積 40ａ以上

となっております。耕作を行うにあたりまして周辺農地への農業上の支障もないと思われます。

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。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。ございませんか。それで

は、ないようですので 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）承認多数ということで許可したいと思います。次に 3条の 2番について説明をお願いい

たします。 

 

事 務 局：3 条の 2 です。ゼンリンは 3 ページに渡っております、4 か所の農地となっております。今回

の申請は、親族間の生前贈与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



及び農地です。譲受人は自己所有農地でミカンを耕作しております。農業経営に必要な農機具

は所有しております。耕作は主に譲受人 1人で行っております。収穫期には 1人雇って作業し

ているとのことです。農地取得後は、ミカンを耕作するとのことです。スライドを見ていただ

いてわかると思いますが、一部は本人が所有しているミカン園の中の一部となっておりますの

で、もともと親族間ということで共同でやっていたということもございます。取得後の耕作面

積は蒲江地域の下限面積 20ａ以上となっております。耕作を行うにあたりまして申請農地周辺

の農業上の支障は予想されません。担当推進委員さんからも問題ない旨の意見書を提出いただ

いております。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、4筆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。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

認多数ということで許可したいと思います。次に3条の3番について説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：3条の 3について説明いたします。今回の申請は、売買による所有権の移転です。申請農地は、

譲受人の自宅の隣地で農業振興地域内の農地です。譲受人は、自己所有農地及び借入農地で米

を耕作しております。田植えと稲刈りについては作業委託をしているということですが、その

他農業経営に必要な農機具は所有しております。耕作は譲受人と子どもの二人で行っていると

のことです。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。今後耕作

を行うにあたって周辺農地への農業上の支障は予想されないと思われます。担当推進委員は今

日欠席ですけども、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：3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

手全員）挙手全員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：3条の 4番について説明いたします。今回の申請は売買による所有権の移転です。申請農地は、

譲受人自宅の隣地で農業振興地域内の農地です。譲受人は借入農地で野菜類とシキミを耕作し

ております。農機具は、近々耕運機を購入予定、その他農業経営に必要な農機具は所有してお

ります。耕作は主に譲受人と譲受人の父母の 3人で行っております。農地取得後は、野菜類を

耕作するということです。取得後の耕作面積、蒲江地域の下限面積 20ａ以上となっております。

今回申請者は初めての農地の取得ということで、農作業はずっと行っておりましたけれども、

契約書及び営農計画書の添付をいただいております。耕作を行うにあたりまして、周辺農地へ

の農業上の支障は予想されません。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お願いいたします。ないようですので、3 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）挙手全員ということで 3条の 4番について

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。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種農地の田です。太陽光発電施設用地として利用する計画です。申請者は市外

に住んでおり土地の管理が難しくなったため転用を考えておりました。施設の周辺はフェンス

で囲み、また現状の高さのまま利用するため、土砂の流出等はないと思われます。また、雨水

については自然浸透いたします。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。どなたか質

疑、意見等ございましたらお願いいたします。ございませんか。ないようですので、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。（挙手全員）全員ということで 4条の

1番について承認したいと思います。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。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。申請地は元々栗を植えて

いましたが、申請者の高齢化により管理が難しくなり、今回佐伯広域森林組合の事業により杉

を植林することで管理の負担を軽減しようと考えました。申請地の周囲は山林に囲まれており、

被害はないと思われます。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：ただいま 4条の 2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 4 条の 2 番について質疑、意見等ございましたらお願いいたします。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。（挙手全

員）挙手全員ということで 4条の 2番については承認したいと思います。ちなみに、これ 7,000

㎡ぐらいあると思います。これは、3,000 ㎡超になりますので、県の進達になる案件です。覚

えとってください。続きまして、4条の 3番について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。申請地は、都市計画区域、第二種中高層住居専用地域の第

3 種農地の畑です。貸駐車場用地として利用する計画です。今回、社会福祉協議会の移転に伴

い職員用の駐車場が確保できなかったため、新たな駐車場が必要となりました。現状の高さの

まま利用しますので周囲の被害はないと思われます。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お願いいたします。ないですか。ないようですので、4 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。（挙手全員）挙手全員ということで承認し

たいと思います。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。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種農地の田です。車庫、倉庫用地としての用途による申請ですが、平成 28 年 5

月ごろ許可を得ないまま車庫と倉庫を建築しました。現在既に利用しており、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辺への被害はありません。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。どなたか質疑、意見

等ございましたら、はい、お願いいたします。 

 

16 番委員：この書類で、言葉の意味なんですけど、精度区分とあるんですが、制度区分に甲 3と書いてあ

る、この意味はなんですか。 

 

事 務 局：地図の精度です。その図面の精度。 

 

16 番委員：精度と言いますと。 

 

事 務 局：国土調査で甲乙丙という精度があるんですが、その甲 1とか甲 2とか甲 3とかあります。その

中の甲 3という精度区分の中に入っている精度の中の図面でございます。 

 

16 番委員：わかりました。 

 

議  長：皆様の手元には今の図面はないんですよ。申請書の中に入っている図面なので。他にございま

せんか。はい、どうぞ。 

 

7 番委員：夛田です。また申請しなくて埋め立て、アスファルトまでして倉庫まで建てとってというのは、

これ自分で建てたんだろうか、業者が建てた場合、建築許可じゃないけどそういう話が出るは

ずなんですけども、ここまで出来とって始末書でというのも何かおかしいなと思うんです。 

 

事 務 局：建築確認はそういうのは関係なしに出ますので、農地であろうが関係ない状態ですね。本人も

違反転用、無断転用ということで、気がついて分筆登記をして最小限の転用ということで今回

いただいております。 

 

7 番委員：作ったのはいつです。今回申請なんですけども。 

 

事 務 局：28 年の 5月ということで、完成がですね。自分所の住宅の敷地を通って裏に駐車する車庫及び

倉庫と車の移動スペースを作ったということであります。 

 

7 番委員：申請したのは誰かから言われてしたのか、気がついて無許可だったのでしたのか。 

 

事 務 局：窓口に相談に見えまして、別件で来たついでに聞かれまして、そういうことであれば始末書を

付けて出してくださいという指導をして今回の申請となりました。 

 

議  長：事務局いいですかね、前の写真を見せてもらえますか。今事務局が立ってますよね、あっち側

を昨年の 7 月、8 月かなと思うんですけど、非農地証明を見に行った時期があったんですよ。



ここ 2 回いっているんですけども、その時には建ってたような感じなんです、5 月と言えば。

我々も全然気がつかなくて、この倉庫が建っていたということで、ここが宅地の中に入ってま

すから農地という感じが全然しなかったんですよ。こういう状態で建っている建物を更地に戻

せとかいうことはできないと思います。我々農業委員としての指導としたら、この状態で宅地

にしてくださいよという指導しかないんかなというふうに思います。今回は始末書を付けて上

がってきたんですけども、これ以上のことはできないんかなというふうに思いました。我々も

そこが農地だったという感じがしていませんで、これが上がってきてから、あそこは農地だっ

たんやなと、それでこういう建物が建っていたんやなという感じでそこの横を通った次第です。 

 

事 務 局：元々は事務局が立っている一段低い所一面が農地だったんですけども、今回○○○○の○と○

○○○の○○の部分を測量して分筆をしていただいて申請をいただいております。 

 

弥生 3区推進委員：担当している推進委員の藤原です。ここは倉庫が建っている後ろに見えるのが深田団

地という、いわゆる昔の弥生地区の町営住宅、ここの敷地を作るがために、この手前に小学校

があるんです。それからずっと公共的に埋めた場所なんです。全てその時に埋めた土地が今建

っている高さで、耕作できるような土で埋めておりません。土砂、砂利そういうようなもので

埋めております。そして今建っている所から前がちょっと空いている所がありますが、そこを

含めて児童館を作りたいという町の意向があったらしいんです、詳しく聞いたら。それがいつ

まで経ってもできないので、その部分は亡くなった人ですけど、そこの家主がどうなっている

のかと町に言ったら、それは無理になったということで、その後そこに住宅ができ、倉庫が建

ったと。だから倉庫を建てる前の時点で既に耕作するような土地ではなかったという経緯があ

ります。 

 

議  長：今推進委員さんから説明がございました。他に意見等、はい、どうぞ。 

 

12 番委員：ちょっとお聞きしますけど、○○○○の○○の所に倉庫が建ってるんかな。 

 

事 務 局：そうです。 

 

12 番委員：あの倉庫の広さはいくらぐらい。 

 

事 務 局：52.2 ㎡。 

 

12 番委員：それ建築許可はいらない。建てる時には農業用倉庫だからいらないということではないんじゃ

ないかな。 

 

事 務 局：建築確認は下りてるんですけども。建築確認をする段階で地目が農地とかそういう判断は建築

住宅課はしておりません。農地であっても建築確認はできます。 

 

12 番委員：そこの所は、これまで何回か、そのへんの所は所内でするべきではないかなというのが私の意

見です。たぶん建築許可はいるはずだと思うんだけど、10 ㎡以上だったらいるはずなんよな。

掘立小屋だったらいらんのかな、そのへん私もよくわかりません。壁がないで掘立小屋や農業



用倉庫は建築許可がいらないとか広さもあるんだろうけど、そういう認識しとるんだけど。こ

れは多分建築許可がいったはずです。今言ったように建築許可は所内でもう少し、そこのとこ

ろをちゃんとしてもらえると、こういう問題は起きにくいのかなと、建てる前にという思いが

しています。そのへん所内でもう少し検討してもらえませんか。 

 

事 務 局：はい、わかりました。 

 

議  長：他にございませんか。はい、どうぞ。 

 

7 番委員：今の説明で農地でも建築許可は関係なく出るということになれば、悪く取れば建てたもの勝ち

になってくるんじゃないですか今後。これ家建てとるんならしょうがないわ、農業委員会で許

可が難しいと思ったら先に建てた方がいいんかなという悪く取ったら。本来こういうのだった

ら始末書とかじゃなくてペナルティかなんか罰金制度かそういうのがあれば考えるんだろう

けど、今の状態でいったら建てたもの勝ちに最終的になるのかなと私はそう思います。 

 

議  長：罰金制度というは罰金を取れば農業委員会が違法になりますのでそれは取れないと思いますけ

ど、事務局の方から説明をお願いします。 

 

事 務 局：罰金にいく場合は勧告とか違反転用で県の方から措置が下りる状態になっております。通常の

一般住宅とかであれば、建築住宅課から書類の合議というのが回ってきております。この当時、

建てたのが 28 年なので、その前の段階、もしかしたら建築確認にかかるかからないがあると

は思うんですが、建物自体建築住宅課に申告がなかった可能性もございます。 

 

12 番委員：住居であれば宅地にしないと許可が出ないということ、倉庫であれば宅地でも農地でもできる

ということ。 

 

事 務 局：建築住宅課から書類が回ってくる時には、うちでいう転用許可が出てる出てないというのはな

くて、とりあえず建てるということで申請の届けがあった時に関係課に書類として合議は回っ

てくるということでございます。その時に地目を確認して畑とか田んぼということであれば、

うちの方から働きかけをして当然転用を出してくださいとかそういった形での処理になると

思います。建築確認の書類が回ってきた時には建てる前が原則なので、建てかかって回ってく

る場合もございますので、そこは一概に建てる前と言えないところがあるんですけども、わか

ればこちらの方から働きかけをせんといけんかなと思っています。 

 

12 番委員：ちょっと私の質問とずっとるかもわからん。倉庫の場合は農地であれば農地でもかんまんと、

建てられると。住宅の場合は農地では建てられないと、そう解釈かな。 

 

事 務 局：農業用倉庫で、建物の面積が 200 ㎡未満であれば本来は農業委員会の方に届出をしていただい

てから建てていただくというのが決まり何ですけども、普通の車庫とか普通の倉庫、農業が関

係ない倉庫であれば、農地に建てる場合は、通常は転用許可がいる案件になります。 

 

12 番委員：転用許可はいらないけども農地に建ててもいいということ。 



 

事 務 局：建築許可に関しましては都市計画区域とかあっていろいろ細かいのでうちもわからないところ

があるんですけども、回ってきた時には確認はするようにしております。地目に関してですね。 

 

13 番委員：回ってきた時にはと言ったんですけど、回ってきたり、回ってこんやったりする。 

 

事 務 局：すみません言い方なんですけど、回ってこない時というのは条件的にわからないんですけども、

通常一般住宅、建物の時には殆ど回ってきていると思います。回ってくる時には建築許可がい

るものは全て回ってきていると思います。 

 

13 番委員：そうすると、その時に農地かどうか、農業委員会事務局に回ってくるんじゃな、書類が。 

 

事 務 局：場所も書いてますので、台帳の写しとか見て地目とかは確認するようにしています。 

 

13 番委員：この件も回ってきたの。 

 

事 務 局：それはちょっとはっきりしてないんですけども。 

 

13 番委員：その時にチェックせなあ、回ってくるんなら事務局がチェックせなあいけん。それはおかしい。 

 

事 務 局：回ってきたものについてはチェックしております。これは回ってきてない。 

 

13 番委員：それは建築許可を取ってないん。 

 

事 務 局：許可というか建築確認の対象になったかどうかというのはそこまでは確認してないです。 

 

議  長：今事務局が言わんとすることは一般住宅等々で、許可がいる建物については必ず農業委員会の

方にも回ってくるんですよ。建物で、例えば駐車場等々、倉庫とかいうものに関しては今のと

ころ回ってくるような状態じゃないんで、これをなんとか農地の上に建てる時、今後やっぱり

歯止めを掛けていかなければ、こういう始末書が常に出てくる状態になってくるんですよ。こ

れも多分駐車場用地として申請しているはずなんですよ。駐車場であれば建築許可とかいうの

はいりませんから、それに関しても農地の上に物を建てる場合、農業用倉庫であれ、普通の倉

庫であれ、これを何とか歯止めを掛ける状態をやっぱり今後見つけていかないかんので、これ

は何とかしていきたいなというふうに思います。先程も言ったんですけども、これを見た時に

これはちょっとうちの落ち度もあるんかなというふうに思いましたので、こういうのも今後見

つけて歯止めを掛けられるような状態というのを何か模索したいなというふうに思います。 

 

12 番委員：それいいんじゃねえん。そうしないとあそこでは許したけどここでは許さんというような事例

を作ったら今後やりにくいと思う。だから、そういうきちんとした今会長が言われたように、

危険性がないような形でちゃんと許可をしておかないと、後で差別的なことでされるじゃない

かと言われかねない。だからそのへんの整理をちゃんとしてもらったらいいと思います。 

 



事 務 局：建築確認が必要な倉庫とか車庫とか必要な物がうると思いますが、恐らくそこを通さずに勝手

に建てている事例もありますので、建築住宅課とそのへんは協議をして、建築住宅課としても

違法で建ててるような所がないような形で、うちとしても当然農地に違法で建てるようなこと

がないような形で連携の方は取っていきたいとは思っております。 

 

議  長：はい。 

 

佐伯 8区推進委員：会長さんから話が出たんですが、例えば一般の方が罰金があるとか始末書を書かない

といけないとか、そういうことを皆さん知っているんですかね。先程、建てた者勝ちだとかそ

ういういろんな話が出てきたんですが、会長の話にちらっとかかるんですが、農業委員会の方

で一般の方にこういうことはしたらいけませんよという内容ですか、そういうのをお知らせす

る方法とか何かやっとるんですか。 

 

事 務 局：前回確かお諮りしたチラシを新しく作ったということで、窓口に見えた方ですね、転用相談と

か来られた方にはそれを渡すような形でということで前回お諮りはしたとは思います。全体的

な啓発となるとまたなかなか一般的には浸透はしてない。元々農地法自体も浸透はしにくいと

いうといったこともありますので、そのへんも踏まえて今後は考えていければと思います。 

 

議  長：補足しますけれども、市報で農地を転用する場合、必ず農業委員会に届出をしなさいよという

のを市報で流したことがございます。それが、本当に末端まで必ず皆さん市報を読んでいるか

どうかというところに入ってくると思うんですよ。ただ、これを一回じゃなくて、一回、二回

と続けていく状態でしていかないと、やっぱり浸透はしていかないかなというふうに思います。

これもまた事務局と相談しながら市報の方にも載せていきたいなというふうに思います。それ

と先程言った届出がいるやついらないやつの区分けもちゃんとしていきたいなというふうに

思います。他にございませんか。はい、どうぞ。 

 

弥生 3区推進委員：この件は全国的にあると思うんです。それで行政の方でいわゆる建築課の方と農業委

員会と横の連絡でどういう問題か詰めていってもらってその後の対応にしていただいた方が

いいんじゃないかと思います。ただ今の段階では過去の例からしてこれを認めざるを得ないん

じゃないかと私は思っております。横の連絡を取る前に建築課は大体 10 ㎡以上は全て建築許

可を受けなければなりません。それにつけて市町村の人は見つけて課税対象とするようになっ

ております。行政の横の連絡を取って、まずここの所の線引きをしていただくというのが私の

希望です。よろしくお願いします。 

 

議  長：行政の方も流動資産についてはものすごく厳しくなっておりますので、そのとおりだと思いま

す。今言われたように、建築課の方と詰めていきたいなというふうに思います。他にございま

せんか。なかったら、4 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

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、農地法第 5条の規定による

許可申請について事務局お願いいたします。 

 

事 務 局：5条の 1 番を説明させていただきます。申請地は、都市計画区域内第二種中高層住宅専用地域

に当たる第 3種農地の畑です。一般住宅用地として利用する計画です。転用者の結婚に伴い家



族が増えたということで住宅を新築することとなり申請しました。周囲は住宅に囲まれていま

すので被害は発生しません。また排水は公共下水に接続して放流をします。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添付いただいております。よろしく

お願いいたします。 

 

議  長：5条の 1 番について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 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。（挙手全員）挙手全員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 2番について説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：5条の 2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申請になっておりますが、今回申請の住宅は平成 3年に転

用許可を得て住宅を建築する際に誤って隣の土地に建築をしてしまいました。この度の国土調

査によってその事実が判明したため、地権者どうしが土地の交換をするということで、無断転

用の状態を解消することになりました。現在既に住宅が誤って建てて建っておりますので、始

末書を添付して申請でございます。新たに工事は行いませんので周囲への被害はありません。

水利権もありません。担当推進委員さんから転用には問題ない旨の意見書を添付いただいてお

ります。よろしくお願いいたします。 

 

議  長：5条の 2 番について説明が終わりました。ただいまから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 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。（挙手全員）挙手全員ということで 5条の 2番については承認したいと思います。続

きまして 5条の 3番、説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：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になり、そのため今回の転用者の方が事業

を継承する形で申請となりました。前回不許可ということで出た案件でございます。申請以降

農地に上土を入れて復元したということで、申請は受け付けましたが、あとはスライドを見て

判断いただきたいと思います。申請地は新たに造成工事は行わず、また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します。水利権はございません。担当

推進委員さんからは、太陽光としての用地としては問題ない旨の意見書はいただいております。

それで前回宿題をいただいていた件について説明させていただきます。今回の農地に土砂を入

れた経緯ということで、平成 26 年度及び平成 27 年度小浦ケ浜地区の急傾斜地崩壊対策工事と

いうことで、大分県佐伯土木事務所の方の工事で、工事残土、山の土が入った状態ということ

で、佐伯土木事務所から報告をいただきました。工事が 2回に渡って土が入っています。その

時の関係業者は 26 年度と 27 年度の工事は違う業者です。残土処分場が近くにないかというこ

とで、地元の業者に相談したところ工事業者の知り合いということで、ここの土地を紹介され

たということで土地を埋めたと、その段階一回目の時には 100m3、手前に道路が映っておりま

すけど道路に沿って少し低い状態でしたので、あと道路が狭いということで離合を作るという

ことで土が 100m3一回目に入りました。二回目の工事としてまた違う建設業者が 430 m3の土砂

を搬入して現在の状況になったということでございます。当時県の工事であっても転用の申請



は必要であったということも確認はしております。よろしくお願いいたします。 

 

議  長：先月いただいた宿題、土砂をどういう状態で搬入したかという経緯を今事務局の方から説明い

ただきました。5 条の 3 番について、質疑を受けたいと思います。どなたかございませんか。

はい、どうぞ。 

 

13 番委員：県が行う工事の場合、農業委員会に掛けんでもできるというやつがあったですかね。それでは

ないんですか。 

 

事 務 局：南部振興局の担当の方にも確認はしたんですけども、平成 26 年度であれば、公共工事であっ

ても転用許可は取ってくださいと。もちろん案件によって御相談くださいということではあっ

たんですけども、今回の件は許可がいった案件だったということでの回答でした。 

 

13 番委員：許可はいったけど取らなかったということですか。 

 

事 務 局：土を入れる段階でですね。それと、補足ですけども県土木事務所の当時の担当も土捨場、残土

の処理場としては、業者任せにしていたということで地目の確認等はしてないそうです。業者

の方も農地であるということは認識ないまま土を入れた形になっております。 

   

議  長：いいですか。急傾斜工事の残土なんですよね、急傾斜に関しては、そこが農地であれば県単事

業として認められます。届出はいりません。ただ、これは残土を処分した所、畑については、

全然別件ですからこれは 4条申請がいったのかなという感じです。 

 

7 番委員：私は残土処理で山林で持っているんですけども、業者が残土処理で置かしてと言ってくる時に

は住所、地番、地目、きちんと書いて向こうが契約書を持ってきます。残土処理 100 m3埋めま

すと。何処に埋めるかという書類もきちんと出して、たぶんそれが県に行くと思うんですよ。

だからそこで地目が県もわからなくて業者に何処でも埋めていいということはないと思うん

ですけども。 

 

議  長：それについては先程事務局が説明したんですけども、そういう場所の確認まで土木事務所の方

がしてなかったということです。そこの通る通らないを含めた中で判断していただきたいとい

うふうに思います。はい、どうぞ。 

 

7 番委員：畑にしたということで土をあれだけ入れたという、あれを現状農地と認めて欲しいということ

でしょ。 

 

13 番委員：それはまあそれでいいんだけど。県がそうやって工事をする時に何処に埋めろうが業者任せに

ということを本当にこれからもやるんかな。 

 

事 務 局：先日この件でお見えになった時には、そこは重々注意してくださいとお願いはしたところであ

ります。 

 



8 番委員：先月私たちＢ班と会長も一緒に見に言ったんですが、残土を埋めて随分建っているからぐっと

締まってて、土が家でも建てられるように締まってるんですわ。今日くる時にちょっと見たん

です。上土が、厚い所で 5 ㎝か 10 ㎝です。見に行ったらわかると思うんだけど、道路の近く

何か下の砂利を隠すためにぱらっとまいているだけですわ。こんな悪質なことで一度に 5条申

請というのは無理だと思うんです。結論から言うと 4条申請で、一度上の方の固い所を取って

もらって後に土を入れてもらって 4条申請で一度しないとこれは進まないと思うんですよね。 

 

議  長：4 条申請をすると、一時転用でするとですよ、3 年は畑として使用するような状態になるんで

すよ。それから 5条申請にする、太陽光パネルがそれで業者として契約が成り立つかなという

ところまで入ってくると思います。ただ、今回これを皆さんの意見で却下にすると、却下にし

た時もう一回出てくるんじゃないかなと。どうすればいいのかなというふうに地権者は言って

くると思います。何とかこれを使う農地じゃないから、何とか太陽光パネルを設置したいので、

手助けして意見を聞かせてくださいというような状態まで発展するのかなというふうな思い

もあります。本来であれば、先程田嶋委員がいわれたように 4 条申請して、それから 3 年、5

年経った時に 5 条申請を上げてくれば、何ら問題なかったんですよ。ただそれを、4 条を飛び

ぬかして 5条に持っていっている訳です。しかし、もう太陽光パネルを設置したいということ

で業者も決まった中で、これはもう農地性がないので、ないですはっきり言って、私も 2回も

見に行きましたけども、どうすればいいのかなという意見まで今日は頂戴したいなと。たぶん

これは皆さんの考えどおり今回も同じ状態だと思います。今田嶋委員が言われたように悪質だ

と思います。ただし、これがまたそのままで出てくればどうしたらいいのか教えてくれという

状態まで行くんじゃないかなと思いますので、どうすればいいのか意見を聞かせて欲しいなと

いうふうに思います。 

 

8 番委員：どうすればというのは、さっき言いましたように 3 年はだめですということで、農業委員とし

てそんな意見を出していいんじゃないでしょうか。でないと埋めたもん勝ちで今からこんなの

が出てきた時にはなかなか判断が皆さんつかないと思うんです。農業委員会で決まりというこ

とではないんだけど、こういう時には元に戻すというのは難しいと思いますので 3年間はでき

ませんということでいいんじゃないかと思います。 

 

議  長：はい、どうぞ。 

 

10 番委員：質問なんですけど、これ今問題になっているのは、農地性がないから転用はできませんよとい

うことでいいんですかね。それとも、さっきの土砂とか、どっちの問題で考えたらいいんです

か。 

 

17 番委員：農地性を持たせんとできんということやろ。 

 

10 番委員：そっちの考えでいいんですね。その関連で、もう一回質問をしたいんです。これが、私現地に

行って見てないんであれなんですけど、例えば今日の 4条の女島の駐車場がありました。あれ

と農地性だけで言えば何処らへんが違うんかなと、疑問なんですよね。それとその後に出てき

たさっきの無断で倉庫が建っていた所、あそこも元は推進委員の方が言ってましたけど元は農

地の土がない所と発言があったと思うんですけども、それとここは更にどう違うのか。 



 

13 番委員：倉庫が建っている所は違反だけど、もう全て終わっているわけですよね。こっちも違反だけど

今からやろうと、違反のやつをまだ続けろうという話。 

 

10 番委員：農地性の話です。 

 

13 番委員：農地性があるかないかというのは、今からあれを 20 ㎝も覆土をすれば農地になる。我々が圃

場整備した所も下はガチガチに重機で歩きますよ。その上から 15 ㎝から 20 ㎝やって農地とし

て圃場整備をする。このままで農地性があるかというのはわからん。本当にこれを農地にしよ

うと思えば 20 ㎝覆土をすればいい。これは本当は 4 条で一時転用して 5 条に行くというのが

正式だろうね。 

 

10 番委員：さっきの女島の駐車場の件は。 

 

13 番委員：駐車場はものが出来あがっとる。出来あがっとる物を元に戻すというわけにはいかない。これ

は今からまだやろうかという途中でまだ農地にしようと思えばできるそれの違い。今から違反

を続けていこうかという話と。 

 

事 務 局：この女島はまだ手を全然入れてない状態です。まだ土としては使える。 

 

10 番委員：客土してないということですか。 

 

事 務 局：何もあってない。 

 

議  長：この状態で農地から駐車場用地に転用してくださいよというやつです。 

 

10 番委員：例えば今回は質問ばっかりで知識がないんで聞きたいんですけども例えば今回のさっきの 5

条の 3、そこは確か私の記憶によると前回無断で土砂を入れましたというのは始末書が確か添

付されていたはずなんです。手書きで書いていた。もし、それがなかった場合、このままの写

真で出てきたら、これがほんとに自然であるのかそれとも埋めてこの状態になったのかという

のはわからないような気がするんですが、この方はたまたま自分で申告をして出したから私た

ちが気づいたので、客土したのが悪いとか農地に戻せという話になってるんだけど、もし何も

言わずに出してきた場合はすっと通る可能性もあるんやないかなと思って、どうなんでかね、

それはわかるんですか。 

 

7 番委員：要は前回却下されて、どういう形で説明したのかと思うんですよ。本人が気持ち程度の土を入

れて、これ農地に戻したからもう一回申請して認めて欲しいと出したんだと思うので、もっと

誠意があるんなら田嶋さんが言ったように 30 ㎝程覆土してかさ上げしたけど農地にしました

と、現状農地にしたから 5条申請して認めて欲しいというんならだけど、今の状態じゃ土を置

きましたよという状況でこれで私たちに 5条を認めるか認めないかで出してきたのかなと、だ

からそこの所をこの状況で農地として皆さん認めるのか認めないのかだと思います。会長が言

うように、却下した時にはどうすればいいのかといえば要は農地現状復帰、かさ上げのままで



も客土入れて農地として使えるようにするかだと思うんですけども。 

 

6 番委員：過去にいろいろ農地だけども、非農地になったりだとか、利用価値のあるうちに、利用できる

ように農地が変わっていくというのはありではないかなという経験もあるので、これで地区の

人が喜んだりするんであれば、私は利用価値のある農地の変化だと思っていいなと思うんです。

私がいつも始末書とかこういう案件で悩むのは、ここにいる皆さんの討議とか考え方が地主さ

んとか書類を出した方に伝わらないので、どうしても通して欲しければここに来て皆さんに 3

分間スピーチ、5 分間スピーチをやって許可を貰いなさいと私はすごく言いたい。さっきの始

末書の時もそれだけで終わらせるというのは、やったもん勝ちというのは、ほんとに農業委員

会を見下してないというところがあるので 3分間スピーチなりをやって、その人の熱意が伝わ

れば私はＯＫだと思うし、それでもあんたここが間違っているんでという所は本人にはこの緊

迫した状況が伝わらないので、ただただ始末書なりここだけでの討論なりになってしまうんで

はないかなと思うんです。でも私は利用価値のある地区の人が喜ぶんであれば私はＯＫかな、

でも 3分間スピーチはして欲しいかなと思います。 

 

議  長：今女島が農用地ですよね、1種農地。女島の一番最初の水路の所からずうっと 1 種農地だった

んですよ。何年か前の農業委員さんがＯＫしたんでしょう。ポツンポツンと家が建つようにな

りました。そこを建てたから、その隣の土地も建てていいじゃないかと 1種農地何だけど建て

ていいじゃないかというような状態になって来ているわけですよ今。やっぱり農地を守ろうと

する中で、もうそういうものが、今までの農業委員さんも平気でやってこられた。でも今の農

業委員さんも前の農業委員さんの責任を追わないかんのですよ。やっぱりそれは付いてくる。

ここを本当に 4条申請を飛ばして 5条で持ってきた。本当にそういうものを始末書だけで許し

ていいのかなという思いもあります。その半面、黒岩委員が言われたように農地性がない中で、

人情的には認めてあげたいなというのも半面あります。ただこれを許したら先程言った建てた

者勝ちと同じ状態になるかなと。だからそこのところの線引きというのはやっぱりこれからの

農業委員は必要かと思います。だからそこの所を踏まえて皆様判断していただきたいなという

ふうに思います。 

 

17 番委員：これ、上土をちょこっと入れているというのは誰かこうした方がいいよと言った人がこの中に

おるんじゃろうと思う。指導した人が。だからああしたと思う。今度その人に言うていったら、

あげえ言うたからそうしたんじゃとかなったら、この中でバラけるようなことになるので、そ

れと去年の暮れにあった問題もありますけど、どっかでちゃんとこういう時はこうですよとい

うのをしとかんと、また同じようなのが出てきて、そして始末書と。同じようなことを始末書

でいいんかというようなことの話になるので、私はこれは大変申し訳ないし、そこの地主の人

は土木事務所が入れてからしたからという思いがあるから簡単に考えとっただろうと思いま

す。これは、県の方も責任があると思います。けど、どっかで線を引いとかんとまた、次から

こういうのが出てきたらあそこを見に行ってくれ、こういうことをしてからちゃんとやり直し

てもらっているからとか、そういうことをちゃんとどっかでせんと、これが最初になるか、今

日通るかわからんけど、しとかんと皆何年経っても同じことの今日言いよるようなことはずっ

と私聞いてきておりますので、そこへんを一回皆さんで議論してちゃんと決めていた方が、い

らんことせんでいいと思いますので、会長そのへんよろしくお願いします。 

 



議  長：そのとおりだと思います。その今副会長が言われたことも含めた中で、ちょっと皆さんで論議

して決めて欲しいなと思います。 

 

14 番委員：26 日の日に私たち 4 人で土地を見たんですけども、この現状ではどうしても許可できること

はできないというふうに私は考えております。それが、この埋立というのが、この畑全体を埋

め立てとるのではなくて、3 分の 1 ぐらい残っているのですかね。だから私がもし許可するな

らば、今の畑を全部埋め上げてしまって、その上に 20 ㎝なら 20 ㎝ぐらいの耕作土をもしする

ならば許可してもいいと私は思いますし、もしそうしなければ、不許可のままのほうがいいと

思います。私の意見はそういうことです。 

 

議  長：奥の方萱が見えますよね、左の方も右の方もそういう状態があります。ちゃんと法面を付けて

全体を埋め土して、そしてその上に客土して畑と認められる状態であれば谷川委員は認めても

いいんじゃないかなという意見です。はい。 

 

蒲江 3区推進委員：今農業委員の皆さんが、さかんに意見を述べておるんですけども、言いたいことは非

常によくわかります。私もそのとおりだと思います。でも私も去年からここに出席しておりま

すと太陽光発電で畑を認可になっとるという例はたくさんあります。太陽光発電は 1年や 2年

で片付きますか、何十年もかかるんですよ。何十年先は私は死んでるかもわからん。農地を守

る気持ちは非常に農業委員会ではわかります。この目的というのは太陽光発電。仮に表土を何

㎝使えと、無駄なお金使わせんでいいじゃないですか。太陽光発電で認可するんだったら、認

可してやった方がいいんじゃないんですか。私はそう思いますけど。ただ簡単に畑地で何にも

ない所で太陽光発電を設置するというと認可しよる。太陽光発電は年数かかりますよ。30 年か

かるかもわからん。30 年間何も作らないんですよ。今農業委員が守りたいことは、農業するか

せんかという土地でしょ、太陽光発電をしたら後から農業するんですか。私はどうかここに参

加で腑に落ちないというんが、そんなところが腑に落ちないんよな。今の現時点で太陽光発電

するから認可すると、こんな状態だったら認可せんと、農業委員会どうなっとるんかと。太陽

光発電は何年かかると思いますか。太陽光発電として申請してきてるんでしょと私は思います。

あとは皆さんの御意見に従います。 

 

議  長：はい。 

 

8 番委員：今の意見について反論ですが、農業委員もちゃんとしてますよ。というのは太陽光発電何十年

とかそういうのは関係ありません。農業委員としては、農地を転用するのに許可をするのかし

ないのかの問題です。違反をしてたら違反をさせないようにするのが農業委員の仕事です。勝

手に埋め上げとるということは、許可になるんだったら一応表土をして土を上げて 4条で一度

申請してくださいとルールで決まってます。それを言いよるだけで、別に太陽光発電とは関係

ありません。私たちの仕事は、農地を守ることもだけど、農地をどういうふうにしてるのかと

いうことでもちろん協力はしてます。 

 

議  長：農業委員会というのは農業委員会法というのに基づいて農地法をはじめとして、それから各法

律に定められた業務をやっているわけです。今、田嶋委員が言われたように、太陽光は結果的

なものであって、まずここが先程言われたように、農地の中にそこを客土する埋め土する、そ



れは 4条申請なんですよ。自分の土地ですから。それをもって畑として使ったうえで、今度人

に貸与するというのが本来の筋道です。それをどがいしした中でやろうとしてるので、このま

ず農地をちゃんとした農地にしなさいよそしたら認めてあげますよ、ただそんだけの話なんで

す。それから貸与される人が太陽光をすればするんはそりゃいいですよということなんですよ。

夛田さんいいですか。 

 

7 番委員：私もただ太陽光だからとかじゃなくて、やっぱりこれは農地転用の手続き上の問題として、決

まりは決まりとしてやっていかんといけんと思うし、守らなければならない農地は 1種でやっ

ぱりここは絶対農地こんな所を宅地に変えられたら困るという所はやっぱり真剣に歯止めを

かけないけんし、本来ならこういう所は農地から他の宅地とかの太陽光の転用はいいと思いま

す。でもそれの手続き上の問題であって、要は無許可でかさ上げし、4 条飛ばして 5 条で来た

というだけのことで、要はこれをかさ上げをそのままで客土をちょっとしてもうちょっと農地

として確認できれば私はＯＫかなと個人的にはそう思います。 

 

議  長：はっきりした意見が御二方出たんですよ。ちゃんとこの 1筆全部をきれいに均した状態で上に

畑と認められる土を置きなさいと、そうすれば農業委員会としても、認めざるを得んよという

意見が出ましたが、それでよろしいですか。田嶋さん。 

 

8 番委員：土を置いてそのまま認めるというのではなくて、4 条で申請してもらわんと手続き上というか

決まりとしては守ってもらわんとということです。 

 

議  長：そうですね。二案が出てますね。田嶋委員が言われるように、まず 4条申請して 3年はこの状

態で畑として作っていただいてそれから5条申請で太陽光を作ってくださいよという意見と全

て 1筆全部を埋めてその上に畑と認められる土を置きなさいよと、この二案が出てます。 

 

15 番委員：農業委員の仕事、私もあまり深くは理解してないんですけど、ここに上がってきている案件に

対する答え、それに対して私が思うところ、やはり太陽光をそこに備え付けてその人の経営に

対して邪魔する気持ちは皆さんないと思います。ただ、あくまでも農地の転用で、太陽光を設

置するという願いですねこれは。ということは、これ農地でないですよ。どう見ても。農地の

転用です。日本語は素朴です。そのまんまです。何も難しいことないです。そうでしょ会長。

だから先程、スライドを返してください、土をぱっとやった所、これ農地じゃないです。要は

ここなんですよ。私も先程ちょっとここに鉛筆で書いたんですけど、3 分の 1 は残っていると

いうのは今日聞きました。前回もこの問題は出てます。これは事務局の不手際だと思います。

3分の 1は農地として残ってますよ。盛土してないんだから。3分の 2をこうしたわけでしょ。

これを別に厳しくいう必要はないんですけど、やはりこの地図で見るとわかりにくいです。3

分の 1残っているのが。字図で見た時に。そこの所をもうちょっと例えば 3分の 2をこういう

ふうにその当時埋めてますとか、文言をちょっと付けてくれれば、ああそうですねと、利用価

値の問題ね、付加価値の問題その土地の。だからどっちみち結論的に私の意見を言いますと、

あくまでも農地の転用ですから住宅に転用する、アパート経営にする、車庫にする、太陽光に

する、これはあくまでも何度も言います農地の転用ですから、その農地らしき形態を持ってな

いと農地としては認めないということです、ここをね。だから、今までの皆さんの意見の中で

農地に復元して、農地としての価値観をそこに置いた中でもう一度申請書を出してくださいと



いうことですね。それでいいんですね。 

 

議  長：御手洗委員いいですか。 

 

10 番委員：さっき私が質問したんですけど、自然な状態で転用する場合は上に土がなくても大丈夫だとい

うことでしたね。要は何も上にしてないから、ここと同じように見えても農地だよということ

です、さっきの女島の駐車場とかというのは、そういう理解なんですかね。ですよね、事務局

の方。自然状態だからいいってことでしょ。ここは自然状態じゃないんで。 

 

事 務 局：良いか悪いかというか、先程の女島との違いはそういうことで御説明したつもりですけども、

良い、悪いの判断はこの場でになりますので、現況この状態でどうするのかということでの判

断にはなると思いますけど。 

 

10 番委員：手を勝手に加えたから悪いということですね。それでその例えば 4条申請出しなさいというこ

とだと 3年間、さっき言われたように利用できない、太陽光発電としてはですね、今までそう

いう事例は殆どなかったんでしょうか。 

 

事 務 局：よろしいでしょうか。 

 

議  長：はい。 

 

事 務 局：かさ上げの処理をちゃんとしなさいということで 4 条ということで意見出ておりますが、4 条

の許可申請をして農地造成をすると、4 条の許可が出ると本当に耕作する目的での一時転用の

許可になりますので、一度 4条の許可が出てしまうとよっぽどの理由がない限り 5条の転用許

可は出ないと思います。出ないというか県に確認しました。この土地を処理するのに本当に 4

条許可を出したらどうなるんかということで相談したら、4 条の許可が出れば耕作する土地と

して取り扱うので、よっぽどの理由がいるでしょうねと 5 条の転用をするにはということで。 

 

13 番委員：そんなことない。そんなの何ぼでもある。 

 

事 務 局：一応許可権者がそういう見解を出したのは出したんですけど。 

 

13 番委員：私が前に農業委員をした時には一時転用して倉庫も出したりして皆変わってた。 

 

事 務 局：だから理由がいると思います。だから 4条の許可が出た翌月に 5条とかいう話にはならないと

思いますけど、そのへんの期間をどれだけ置くかとかですね、造成した後使用したけどダメだ

ったとか理由はあると思いますけど、理由は必要だということでの話は言っておりました。 

 

17 番委員：私もこれは人情的にいうと皆さん賛成だろうと思う。ここまでなって、いろいろすればまたさ

っきの話じゃないけど金かけてそうさせるんかというのも、皆さん人情的には賛成だと思いま

すが、これを利用していろいろな局面が出てきた時にどうやって断るかとか指導するかになる。

あの時は良かったとか、またなお上乗せをしていかないけん。さっき言ったように 4条申請し



てもらって3年待たなければいけんのをあの時ちゃんとやったから1年でいいとかいうような

許可もこの人から即こうというようなじゃなくて緩やかにしながら最終的には3年待ってこう

してくださいよと持っていかんと、ほんのこの前は良かったというんで通していって皆納得せ

んまま通していった時にあれは何かと言われた時にどうもなりませんので、私はここにおられ

る方皆さん人情的とかいろいろ現状を見た時には賛成だろうと思いますけど、皆さんが言うよ

うにルールがあるんで、そのルールをちゃんとしていくためには、そういうあれを取ってもら

った方が、皆さんのためだし、そういうことをちゃんと市報に載せるとかテレビでも言うとか

そうしていって徐々にせんと、あれがこうこれと私何十回も聞いてきた。あれがこうだからあ

っちは良いで、こっちは悪いとか、それはどういうことかとか、12月のもあそこまで言うたと

おり大方したからそれはそれで認めて良いと、どうせ 1か月後には認める話だと皆さんしよっ

たので、気に入らん人もおったんですけど、ああいうふうなやり方でして徐々に解決していか

んと、ここでこの人にやってから、やっぱり反発を持つでしょうから、あとは農業委員の裁量

であんなことをしたんだからというビデオとか何とか資料に取っておいて、こういうことは行

政処分がありますよと、後からの氏に教えてやるようにしたらどうでしょうかね。 

 

議  長：この件に戻りますけれども、どういうふうに選択したらよろしいですか。はい、どうぞ。 

 

7 番委員：さっき塩月委員さんが言ったように、やっぱり農地転用なんだから農地とある程度認められる

ようにしていただいて、12月のと一緒で私はいいのかなと思います。今後はやっぱり副会長が

言ったように決まりを、こういう時には前回こうだったからこんな時はこうやってとかいう決

まりをきちんと今後事例を参考にして決めていけばいいのかなと思います。 

 

議  長：はい、どうぞ。 

 

蒲江 1区推進委員：別に深く聞きたいことはないんですけど、もし地権者が農地に返さないという状況に

なった場合はもうこのままでしょ。それだけです。あとは会長の権限で皆さんの意見を諮って

決を採ってください。 

 

議  長：はい、どうぞ。 

 

佐伯 8区推進委員：3分の 1残っているんでしょ土地が。この分も全部埋めて上に表土を入れるというこ

とでしょ。その費用は本人持ちですか。その前に農業委員会の方が、そういうことをしないよ

うに徹底周知という方が先じゃないんですか。知らないからこんなことやっているんでしょ。

だから多分一般の人はここの人は皆が知っとると思いますけど、自分の土地をなぜ埋めたらい

けないんかという感覚の人が多いはずなんです。だから我々としては、先にそういうことをし

ないような方向に持って行くのが先じゃないでしょうか。今までは、どうにか通してきたが今

回は通しません。今日が線引きなんですか。この方が埋めとるのは、災害か何かの元は善意だ

ったんじゃないんですか。だからさっき副会長がおっしゃいましたけど、この地区で多分困っ

て埋めとるんじゃないですか一番最初は。だから、こういう問題が後々は出てくると思います。

でも一番先に対策をせないかんのは、こういうことが出てこないことを先に対策するのが良い

んじゃないかと思いますけど。たぶんまだこれから多々出てくると思います。これを徹底的に

許可を下さないようにしますか。 



 

議  長：今この先の話というのは、この土地をまずけりをつけない限りは先には進まないと思います。

まず、残土処理でここをしたというのは全然違うと思います。これは、急傾斜地域をやりよる

そこで土が発生すると、地元の業者にどっか捨て場がないかなと、そしたらそこの人の母親が

うちの畑がちょっと埋めたいんだけどというので持ってきただけの話です。ただ、今この状態

の中で、ここに上がってきてますから、これを今どうするか、その先に今後このようなことが

発生しないようにやっぱり皆さんに周知徹底する。先程と一緒だと思うんですけど、市報なり

何らかの形を使って転用する場合は絶対届出をしなさいとそうしないと受け付けませんとい

う所のような啓発活動というのはいるのかなと。だから今 5条の 3で上がってきたこの畑野浦

の土地について、まずどういうふうに処理をしていったらいいのかということだと思います。 

 

17 番委員：農地も農地様があってミカンを植える農地と米を作る農地は違うんですよ。ですから 4条で出

して埋まってない所は仮に埋めて石ばっかりじゃ悪いけど、今載せているぐらいのを埋めてし

まってそれから申請上げてくれば、ミカン植えるんなら、米を作るんなら悪いと思いますけど、

この方だけ厳しくするわけではないけど、ルールはルールでしてくださいと言ったら、どうせ

太陽光するならそこを埋めてしまわなければいけないはずですから、それくらいの罰則という

か、そういうのは私はいいと思う、そして皆さんさっきも言ったように賛成でしょうから、先

月みたいに近いうちに許可を上げてもらったら出してやるというようなことでいいんじゃな

いですか。徐々に今の啓発活動とかしていって、こういうことがなくなるように、皆さんが知

るようにしていったほうがいいと思います。このままするとまたあの時は良かったという話に

なりますので、どうせ埋めるんだから、埋めてこういう農地としてのあれを出してくれよとい

う、私の考えはそれです。 

 

議  長：はい、どうぞ。 

 

13 番委員：私が前回農業委員をした時に 2件ありました。片方は埋めて覆土をせんままそのまま、何回も

何回も申請が出てました。隣の人はちゃんと覆土をして樹木を植えました。こちらの人がいつ

までもせんけど、こちらの方にはそうさせとって、こちらの人にはそのまま許可は出せないの

で、後々困るのでやっぱり何回も何回もしたけども、最終的にはそこの覆土をしてもらって、

果樹か何か植えてもらってというふうにしました。そうせんと、示しがつかんのですよ。やっ

てしまったもんを物が建っているのを壊してというのは出来ないけど、今からできるやつはや

っとかんと、隣近辺でやるやつが皆そんなんになってしまうんで、今から先副会長が言われた

ように一回はやっとかんと私はいけないと思いますし、やってくれましたその時も最終的には。 

 

議  長：はい、どうぞ。 

 

15 番委員：12 月の分です、それもこれと規模が違うんですけど似たようなもんです。やっぱりそれも農

業委員の方で事務局の方でちゃんと何回でも指導をしまして結果的には認可されました。やっ

ぱりそういう形の方がこれからのいろんな案件に対してちゃんと答えの線引きが出来るんじ

ゃないかと思いますので、できるだけ12月の件みたいな形で進めていただきたいと思います。

お願いします。 

 



議  長：太陽光発電のこの今設置なんですけども、この 1筆全部殆ど太陽光になっているんです。先程

からずっと 3分の 1埋めてないと、たぶん太陽光をするような状態になれば全部埋めるはずな

んです。そうしないと、あの計画書どおりにいかないですから、先程も副会長が言われたよう

に、皆さん善意の気持ちが心の中にあると思います。全てきれいな状態にしてしまって、それ

から畑のような状態まで持ってくれば何とかいけるんかなというふうに思います。どうですか。

今回この 5条の 3番については今回も却下ということでよろしいですか。（はい、の声あり）

はい、ありがとうございます。それでは、3 条 4 件については、許可をしたいと思います。農

地法第 4条 4件、それと 5条 2 件については県の方に進達したいというふうに思います。5条

の 3条については不許可ということで決定いたします。これより時間も下がっておりますので

7分程度休憩をしてそれから再開したいと思います。 

 

（7 分間休憩） 

 

議  長：再開いたします。それでは（4）その他の方に入ります。農用地利用集積計画（案）について、

農林課から説明をお願いいたします。 

 

農 林 課：皆さんこんにちは。農林課の児玉です。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 62 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 3年、1筆、1,588 ㎡、契約期間 5年、17 筆、27,064 ㎡、契約期間 10

年、44 筆、47,293 ㎡、これらを合計すると 62 筆で 75,945 ㎡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：農用地利用集積計画（案）について、ただいま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。この案について、賛成される方の挙手を求めたいと思

います。（挙手多数）挙手多数ということで承認したいと思います。それでは、利用権設定の

推進のお願い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。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。な

お、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

2月 20 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：ただいま利用権設定の推進についてのお願いがございました。今月の締切 2 月 20 日となって



ございますのでよろしくお願いいたします。次に、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。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 4

月 1 日開始分です。契約期間 5 年の田、12 筆、面積 24,102 ㎡。契約期間 10 年の田、43 筆、

面積 43,756 ㎡。今月は、田、55 筆、面積 67,858 ㎡となっております。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ま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。 

 

議  長：はい、どうぞ。 

 

事 務 局：事務局です。担当推進委員さんからは、配分計画につきまして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）について説明がございました。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：ちょっとわからんのよねえ。何日か前には貰えないんですかこれは。そうせんと、見てから質

問するとことか、じっくり読まんとわからんですわね。 

 

議  長：下川総括。 

 

農 林 課：担当の推進委員さんにつきましては、議案書を送付する時にこの用紙の方を添付をさせていた

だいております。農業委員さんについては、当日配布という形をとっておりますが、事前配布

の方がよろしいということであれば、うちの方は準備をすることは可能でありますので、あと

は農業委員会部局の方の判断になるかと思いますのでよろしくお願いします。 

 

事 務 局：資料が準備できれば議案書等と送付は可能です。 

 

議  長：それでは、次回から資料を。今あったんですけども、配分計画（案）だけでいいですか。集積

計画（案）はいいですか。両方ですか、はい、わかりました。ただし、利用集積計画（案）と

利用配分計画（案）については、うちと同じ締め切りなんです。うちの方は窓口で常に確認を

して終わるんですけども配分計画は 20 日締め切りでそれからチェックに入りますから、10 日

ないし 2週間ぐらいの日程がいるんですよ。だからそれに間に合えば、うちの郵送に間に合え

ば送りますけども、間に合わなければどうしましょう。 

 

16 番委員：しょうがない。 

 

議  長：できるだけ郵送する時に、間に合えば一緒に送るようにしますので、入ってない時は間に合わ



なかったというような状態でよろしいですか。もうそれしかありませんので。 

 

16 番委員：なかなか大変でしょうけど、よろしくお願いします。 

 

議  長：よろしいですか。農用地利用配分計画（案）について、他にございませんか。なければ審議に

入りたいと思います。賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手多数）挙手多数とい

うことで承認したいと思います。次に非農地証明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説明をさせていただきたいと思います。その前に1点お知らせです。

以前から農業委員の皆様方から非常にスライド表示が見づらいといった指摘がございました。

よって今回からは配布の図面を見ていただければわかるんですが、赤丸と緑の矢印の表示をし

ています。赤丸については、推進委員さんの撮影上の位置、また、緑の矢印については、撮影

の方向といった形で表示をさせていただきますのでよろしくお願いします。それでは非農地証

明願の 1番の説明をさせていただきます。申請地については、配布資料の方に記載をしており

ますが、佐伯市大字長谷坂江○○○○番でございます。現地については、1月 25 日に担当区の

安藤推進委員さんと事務局の方で調査を実施させていただきました。申請地については、県道

佐伯蒲江線を通り、途中赤木吹浦佐伯線に入り岸河内の公民館があるんですが、公民館の前に

中津留橋という小さい橋がございます。そこを渡り左折をし、約 150ｍ進んだ所の左手が、今

現地は山林部分になっております。そこが今回の申請地でございますけども、申請地について

は、現状周囲が 40 年生以上の杉が植林されておりまして、今回の申請地については日中でも

殆ど光が差し込まない、そういった状況でございます。これは、一つには今回の申請地が間口

が 10ｍぐらいで奥行きが 45ｍぐらい、そういった形状の土地でございます。よって、光が差

し込まないようなそういった状況になったんかなというふうに思っています。また、今回の申

請地については、間口から奥に進むにつれて非常に湿地帯の状況になっております。また、こ

の申請地については、昨年の台風 18 号の土砂による流入被害もかなり見受けられました。よ

って現状では、農地として管理することが非常に厳しいんではなかろうかというふうに判断し

ておるところでございます。また、耕作放棄の時期ですが、昭和 33 年と聞いております。申

請者については、これを33年以降現地についての耕作の経緯はないということでございます。

よって、非農地証明発行基準の第 4項に該当する土地であるというふうに判断できようかとい

うふうに思いますので、委員の皆さん方の御承認をよろしくお願いしたい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事務局よりありました。ただいまから審議に入

りたいと思います。どなたか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。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

手多数ということで、非農地証明願 1 については承認したいというふうに思います。続いて、

2について説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：引き続き非農地証明願いの 2の説明をさせていただきます。申請地は、木立永野○○○○番と

○○○○番○の都合 2 筆でございます。調査については、これも同じように 1 月 25 日に担当

区の小川推進委員さんと事務局の方で実施をさせていただきました。申請地については、佐伯

市役所から国道388号線を蒲江方面に向かいまして、委員の皆さん方もご存知かと思いますが、



木立の永野地区には市の方が工業団地として整備をしました、永野工業団地というのがござい

ます。その工業団地と並行して林道が新設されておるんですが、その林道を挟んでの隣接地、

これが今回の申請地でございます。また、申請地については、それぞれこの 2 筆が 1,589 ㎡、

もう 1 筆が 12,574 ㎡、2 筆で 14,163 ㎡、1 町 4 反の農地です。非常に広大な農地であるとい

うことでございます。このように面積も広く、また現地の申請地はかなりの勾配のある農地と

なっておりますので、申請者については、用地購入後は、段階的に樹園地としての活用が最適

というふうに考えられたとのこと、よってその後についてはカボスを中心に植樹をされたとい

うことでございますが、いかんせん面積が広いので、初めから全体の管理ができなかったので

段階的にその管理を進めてきたということでございますが、必ずしも当初から全体的な管理が

できてなかったとのことでございます。その後については、労働力の不足というのも勿論でご

ざいますが、耕作面積がそれによりまして徐々に、要するに管理する面積が縮小され、一方で

はそれが今回のような荒廃が進んだということのようでございます。スライドの方ではポイン

トを今回映し出しております。委員の皆さん方にはそれぞれ矢印で表示をされておりますので、

何処がどの写真かというふうな形で見ていただければと思います。それぞれスライドを見る中

で、現地の状況はかなり森林化の状況が進んでいることが十分確認をしていただけようかと思

います。現地が 1町 4反ということで非常に広く、現地を回る中で、申請地の平坦部はごく一

部で、かなりの面積は勾配のきつい土地であるというのが状況でございました。よって今回の

申請地については、今後農地として引続き耕作するのは非常に困難ではなかろうかというふう

に判断をしておるところでございます。よって非農地証明願の発行基準のこれも第 4項の規定

どおりでございまして、その土地に該当する現地ではなかろうかというふうに判断をしており

ますので、委員の皆さん方の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いの 2 についての説明がございました。面積は広くございますけども、

写真を見る限り山林の様相を呈しているというふうに判断できるかと思いますが、皆さんの意

見等ございましたらお願いします。ないですか。それでは非農地証明願 2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）挙手全員ということで、非農地証明願 2 につい

て許可したいというふうに思います。続きまして、その他報告事項及び連絡事項の方に入りた

いと思います。お願いいたします。 

 

事 務 局：それでは報告というよりかお知らせ、連絡ということになろうかと思いますが、4番の（1）平

成 29 年度農地の集積・集約に係る訪問活動についてということで、昨年の総会におきまして、

農地利用最適化に係る農地の集積・集約の訪問活動の佐伯市農業委員会としての方針について、

皆さん、推進委員さん、農業委員さんから御承認していただいておるところでございますが、

それの結果に基づいて平成 29 年度の農地の集積・集約に係る具体的な訪問活動の方法や説明

の仕方について、お知らせするということでございます。ペーパーで皆さんの方にお配りして

おりますが、1 ページの大きな 1 の両委員、農業委員さん、推進委員さんへの活動方法の説明

の仕方についてということから簡単に御説明させていただきたいと思います。まず①の農業委

員さんにつきましては、推進委員さんに訪問先約 5件の選定と具体的な活動の方法を個別に事

務局の方で御説明を差し上げますので農業委員さんについては、推進委員さんの方から活動の

日程調整とかする時に、活動の時でも結構でございますが、具体的に説明を受けていただきた

いというふうに思っております。続きまして②の推進委員さんにつきましてですけど、事務局、

私の方から直接推進委員さんに電話をして 2月の中旬から後半にかけて都合 3、40 分、その他



も含めて約 1時間になるかなと思いますが、都合の良い日を聞いて調整した日に事務局の方に

おいでになってもらって活動方法の説明を 3、40 分でしたいと思っております。これにプラス

する部分がありますので 1時間かかる場合もあるかと思っております。またその日に実際訪問

先約 5 件の選定も行うと。1 月末までにしておりました農地利用意向調査の回答がない方から

5 件を推進委員さんに選んでいただきたいというふうに思っております。先程も言いましたけ

ど、その後推進委員さんが農業委員さんにその活動の訪問先等も含めて説明するとともに協力

して訪問活動を実施していただきたいということでございます。訪問活動の方法については、

推進委員さんから説明していただくということで、今申しましたが、あまり難しいことではな

いので、今日大きな 2 番でごく簡単に農業委員さんにも説明しておきたいと思います。2 具体

的な訪問の活動内容についてということで、①まず、郵送している農地利用意向調査の回答の

ない方ですので、この調査の回答を 2ページにお示ししておりますが、これを郵送で各所有者

の方にお送りしておりますが、また改めて打ち出しもしますので、まず回答がないということ

でございますので、この農地利用の意向についての回答をまず得ると。その時に、②としてそ

の方に 3ページにありますが、農地の出し手に関する状況報告書ということで、①で回答を得

ております農地も含めて利用意向の調査も含めて全農地について、事務局の方で打ち出しをし

ますので、農地を持っている方にその農地を現在の状況がどうで今後どうしたいとかいうこと

を聞き取っていただきたいということでございます。具体的には、3 ページの裏面に記載例等

がありますのでご覧になっていただきたいと思います。最後に③といたしまして、農家を訪問

した時に、農地をあまり多くはなかろうかと思いますが、借りたいとか買いたいとかそんな意

向がある人、農業の経営を拡大したいとかそんな方がおられましたら 4ページにあります農地

の受け手、農地を借りてもいいと、買いたいという人に関する状況の報告書ということで、そ

ういう方がおられましたら、この 4ページの様式 2について記入していただくということでご

ざいます。書き方については、これについても裏面に記載しております。最後に、これも先月

の総会で御了承いただきましたけど、推進委員さんと農業委員さんのチームの編成を載せてお

りますので、御参考にしていただきたいと思います。ですから明日以降、直接推進委員さんの

方に私の方からお電話を差し上げて説明の日程調整に入っていきたいということでございま

す。ちなみに、皆さんお忙しいでしょうから、説明するのが 2月末ぐらいまでなる可能性もあ

るかと思います。その時に 3月いっぱいまでにこの 5件を訪問していただきたいというのは無

理もあるかなということでございますので、あくまでも佐伯市農業委員会として取組もうとい

う前向きな活動でございまして、法等に縛られるものではございませんので、30 年度の 4 月、

5 月に食い込んで訪問していただいても良いだろうということで推進委員さんには説明してい

きたいというふうに思っております。 

 

議  長：平成 29 年度の農地集積・集約に係る訪問活動についてただいま事務局の方から説明がござい

ました。何か聞いておきたいこと等ありましたら。はい、どうぞ。 

 

蒲江 1区推進委員：この訪問先の地主がその地区にもう移住していない場合はどうなるんですか。 

 

事 務 局：一応回答がない方で、一覧表を作りますけど、あくまでもその地域に現在住まれている方の名

簿にしたいと思っておりますので。 

 

議  長：他に。ないですか。はい、どうぞ。 



 

佐伯 3区推進委員：今年度は 5件だけでいいということ。来年度はまた 5件。 

 

事 務 局：来年度以降は担当区域の農地の所有者全員ということで、もちろん 30 年度 1 年でできるとは

思ってません。何年もかかると思います。そういった形で一応先月了承していただいておりま

す。またそれは来年の 6月以降に御説明する予定でございます。 

 

佐伯 3 区推進委員：それと、農業委員さんと 2 人で回るということなんですが、行った時に不在の場合、

1件あったという場合、次の日も 2人で回った方がいいん。その時は推進委員だけでいいん。 

 

事 務 局：それも全て推進委員さんと農業委員さんの間でお任せします。 

 

議  長：他にございませんか。いいですか。それでは次に農業委員会活動記録簿について説明をお願い

いたします。 

 

事 務 局：昨年の 12 月までの分については、皆さんから活動記録簿を出していただいておりますが、先

月も説明いたしましたように農地利用最適化の交付金が 3 月に交付される予定でございます。

それの委員さんへの配分、この総会が終わった後、運営委員会の方で練って 3月にはお示しし

たいと思いますが、その配分に関しての時間等を確認させていただくようになるのを 1月の時

にはそこを書かれてないと思いますので、農業委員さんについては、この原本を 3月 2日の総

会までに私の方まで出していただきたいと思います。2017 年の分です。12 月までの分。ちょ

っと私の方で中身を精査させていただいて確定して配分に入っていきたいと思っております。

推進委員さんにつきましては、先程説明した訪問活動の説明の時に、持ってきていただいてそ

の場で精査していきたいと思っておりますので、また直接連絡いたしたいと思います。農業委

員さんにつきましては、この原本を 3 月 2 日までにできれば早い時期の方がいいです。2 月中

に来られる方がおられましたら原本を私の方に持ってきていただきたいと思います。 

 

議  長：活動記録簿について今説明がございましたけれども不明な点がございましたら。いいですか。

それではその他ありますか。ないですか。 

 

佐伯 8区推進委員：先程大変意見が出て揉めたんですけども、それで一般の方に周知徹底する方法とか話

合いはどなたがされるんですか。 

 

事 務 局：周知徹底ということなんですが、毎年市報等に載せておるんですよ。定期的には載せておるん

ですが、全戸に行き渡るのは市報ぐらいしかないので、市報で年に 1回、少ないといえば。 

 

佐伯 8区推進委員：少ないです。 

 

事 務 局：少ないといえば情報を市報を発行する所に私の方も交渉せんといけん。毎月ということにはな

らんと思いますので、出来るだけ回数を。 

 

佐伯 8区推進委員：できるだけではわかりません。何回か決めてください。 



 

事 務 局：そこは今回答はようしませんが、ケーブルテレビ等でも放送は何回かしていると思います。そ

こらへんは、回数については今後協議して周知を図れるようにしたいと思います。よろしくお

願いします。 

 

佐伯 8区推進委員：なるべく皆さんに伝わらないと、またこういうことは何回も起こると思います。先程

委員の方とちらっと話したんですが、ここに来るまで自分の土地をどうしょうと勝手じゃねえ

かという感覚の人が多分おると思うんですよ。だから、このへんを先にしないと、どんどん毎

年毎回上がってくるんじゃないかと思いますけども、そっちは農業委員と全体の責任じゃない

んですか。そっちを徹底して潰していかんと、たぶん上がってくると思いますよまた。 

 

議  長：はい、どうぞ。 

 

蒲江 3区推進委員：先程畑野浦の件ですけど、もし地権者が、もういいと、もうこのままでいいと、太陽

光発電の設置も契約せんというようなことになって、途中でそのまま放棄されたら罰金とか何

かあるんですか。 

 

議  長：事務局。 

 

事 務 局：耕作放棄された土地を持っているとかそういう状況だけでは、特に罰金とかはない。 

 

蒲江 3区推進委員：先程言ったでしょ、かさ上げしとったですよね、それをこのままの状態で何もしない

と、太陽光も契約しないというような格好になって、そのままの状態になると、そしたら農業

委員会も何もしないと、地権者もほったらかしやと、先程やったら話し合いの中で、申請があ

ったら状況の中で全体的に埋め土してから表土して何がしという話がありました。でも地権者

としては、そんなに銭かけるんやったらこのままでいいというような状態になった時に何かあ

るんですか。それを教えてください。 

 

6 番委員：でもそれって本人の意思じゃないですか。木立には違反転用というか、届出のないまんま事業

を始めてそれがぽしゃっちゃったのでセメントを張りっぱなしの、そこは農振地域なので農振

も外れないし、そのまま 50 年 60 年経過した土地が 1 町歩ぐらいのやつがそのままあります。 

 

佐伯 1区推進委員：そしたら何も罰則はないんでしょ。 

 

6 番委員：だけど固定資産税は上がっていくんじゃないんですか。 

 

議  長：はい、どうぞ。 

 

蒲江 1区推進委員：たぶん言われたのは、農業委員として耕作放棄地が増えていくことを見過ごしてもい

いのかと言われてるのかなと。 

 

6 番委員：以前それをどうにかしてくださいという、前期の農業委員会で、それが放っておけなかったの



で、太陽光とかもありましたし、どうにかしてくれという意見があったので、全員でその現地

に行って農政課の方も行って検討した結果、農振地域は外せない、1 種農地だからダメ、それ

を言われると農業委員会としてはもうすべがなくてそのままです。 

 

17 番委員：ちょっと言わせてください。さっき私が言ったのは、あの件に関してですよ、どうせ埋めると

するんなら、あれ晴れんから、田でも作る土を持ってきてとか言う話じゃない、全体的に埋め

てしまうと、大分ハードルを皆さんの前で下げたような話をした、私は私の意見としてしたつ

もりですけど。それだったら、すると思いますよ。どうせ埋めないけん話ですから。 

 

蒲江 3区推進委員：いやいや、埋めるとか埋めんとかそれはいいんですよ。それを私は聞きよるんじゃな

いんですよ。もし、地権者がそのままほたくった場合にどうなるんですかというようなことを

聞きよる。 

 

7 番委員：それはもう地権者は自分の土地だから、そのままで誰も責任ないと思う。 

 

蒲江 3区推進委員：また再度申請を上げなくて、面倒くさいと思って申請上げなくて、もういいそのまま

の状態にしておく。 

 

議  長：農業委員としたらこれからどうしなさいよというそこまでの指導権限はありません。そこで地

権者が捨てたらそれでそのままです。 

 

蒲江 3区推進委員：今度私たちが、今言う現地確認のパトロールに年に 1回あるでしょ、あれで出た時は

そこはどんなふうにするん。農地。 

 

議  長：農地のまま表示されてますから、耕作放棄地状態でいくのかな。事務局いい。 

 

事 務 局：耕作放棄とかされて例えば薮になったりとか、それに対して苦情が来た時には当然その地権者

の方たちには何らかの農業委員会としては働きかけはしないととは思います。もちろん年に 1

回の調査に回っていただいてますので、白判定がずっと続いていた場合には、今度は何かしら

手紙がいくような状況になるとは思います。地権者の方に対してですね。 

 

議  長：意向調査で農業委員が対応するような状態には今後はなってくると思います。ほたればですよ、

そういうふうになってきますので。よろしくお願いいたします。 

 

16 番委員：先程市報に載せているということ、市報はあんまり見ないんじゃないかと。私は自分で配って

るから市報を。だからチラシがいいんじゃないかなと思って。時々思うんです。それで目に入

りますからチラシが。市報の中は見らん。字が雑多で、そう思います。 

 

議  長：市報は無料なんですよね。チラシというのが予算化から入っていかなければなりませんので、

今年 1回の市報掲載をしています。ただ 1回じゃ足らんというから、まずこれから見つめ直し

て 2回になるか 3回になるかはわかりませんけど、数を増やして、また来年になれば予算化で

きればそういう状態まで皆さんと検討してやっていきたいと思います。 



 

6 番委員：地区の回覧板とかに挟めないか、Ａ4ぐらいのプリントして。 

 

事 務 局：枚数は減るんですけどチラシの作成にはなりますので、ちょっと検討する余地があります。 

 

議  長：できるだけ皆さんに末端まで浸透できるような状態には、今以上には作っていきたいなという

ふうに思います。 

 

佐伯 8区推進委員：是非とも回覧板に入れてください。市報はちょっと、回覧板は見ると思います。 

 

議  長：他にありませんか。 

 

事務局長：それでは、意見も出尽くしたようにありますので、これで第 2回農業委員会を終わりたいと思

います。次回の開催日は 3月 2日金曜日、午後 2時からこの会場で行いますが、今度、農業委

員さんと推進委員さん全員集まるようになりますがこの会場しか空いておりません。大会議室

も隣も会議が入っておりまして、机が足りなくなることがあると思いますので、机がない状態

で椅子だけとなるかも知れませんのでそのへんを御了承いただきたいと思います。それでは副

会長、閉会のあいさつをお願いします。 

 

17 番委員：これをもちまして、平成 30 年第 2回農業委員会総会を終了いたします。お疲れさまでした。 

 

（16 時 28 分閉会）  

 


