
平成 30 年第 3回佐伯市農業委員会議事録 

 

日  時： 平成 30 年 3月 2日（金曜日） 14 時 00 分～ 15 時 40 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 4 番 簀戸 猪文   5 番 狩生 哲廣 

    6 番 黒岩 眞由美  8 番 田嶋 義生  9 番 高畠 千恵美  11 番 小野 隆壽 

   12 番 吉良 勝彦   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 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 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 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    直川 1区 曽根田 正弘 

直川 2区 橋迫 新五 鶴見区 桑原 慶吾   米水津区 水口 初則 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：3番 市川 一清   7 番 夛田 寿志  10 番 御手洗 大悟  13 番  工藤 雄一 

   14 番  谷川 享宏  15 番  塩月 吉伸 

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：主査 大良 栄一  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 7 号 農地法第 3条の規定による許可申請について 

    議案第 8号 農地法第 4条の規定による許可申請について 

議案第 9 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能率給の支給に関する規則について      

 報告及び連絡事項 

     ①平成 30 年度佐伯市農業委員会開催予定日について 

     ②農業委員会事務局職員の歓送迎会について 

     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、ただいまから平成 30 年第 3回佐伯市農業委員会

を開催いたします。本日の欠席委員は、3番市川委員、7番夛田委員、10 番御手洗委員、13 番

工藤委員、14 番谷川委員、15 番塩月委員です。農業委員 17 名中、本日の会議の出席者は 11

名です。よって農業委員会規則 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 21 名の委員さん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、2月 28 日付けで 4条 4件のうち 3件が許可、5条 3件のうち 2

県が許可、1件が不許可となっております。また、4条の 1件についてはまだ許可書が届いて

おりません。以上御報告いたします。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、議事録署名人を指名したいと思います。4番の簀戸委員さん、

それと 5番の狩生委員さんにお願いいたします。それでは議事に入ります前に、事務局からの

議案説明をお願いいたします。 

 

事務局長：それでは、説明をいたします。修正がありますので、皆さん訂正をお願いしたいと思います。

議案書の 3ページをお開きください。3条の 5ですが、宇目の○○○○番地、これ 1筆が取り

下げになっております。そういうことで一番右の耕作面積が 58.99 になります。それと一番下

の小計面積が 32,805 ㎡。次に 4ページ、一番下の合計面積が 37,832 になります。それと次に

5ページをお開きください。5番と 6番の関係ですが、6番の下直見平野 3949 の 1、5.42 ㎡の

土地が 5番、4条の 5の方に入りますのでよろしくお願いします。ここは合計面積の移動はあ

りません。次に 8ページの 5条の 8が取り下げになっております。その関係で小計面積が 1,851

㎡、合計面積が 5,469 ㎡になります。それで 2ページに戻っていただきたいと思います。3条

の田が 10,111 ㎡、一番右の計が 37,832 ㎡、それと、農地法第 5条、件数 8が 7です。次に 5

条の畑が 3,892 ㎡。右横の計が 5,469 ㎡。よって計は、件数が 23 件、田計 17,776.42 ㎡、畑

が 32,719 ㎡、計が 50,495.42 ㎡になります。ここを修正していただきたいと思います。それ

では提案をいたします。農地法第 3条、件数 9件、面積田 10,111 ㎡、畑 27,721 ㎡、面積計 37,832

㎡。次に農地法第 4条、件数 7件、面積田 6,088.42 ㎡、畑 1,106 ㎡、面積計 7,194.42 ㎡。次

に農地法第 5 条、件数 7 件、面積田 1,577 ㎡、畑 3,892 ㎡、面積計 5,469 ㎡。合計、件数 23

件、面積田 17,776.42 ㎡、畑 32,719 ㎡、面積計 50,495.42 ㎡です。以上提案いたします。 

 

議  長：それでは、ただいまより農地法第 3条の規定による許可申請についてを議題として審議に入り

たいと思います。まず 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：3条の 1 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

受人所有農地の隣で、農業振興地域内の農用地です。譲受人は、所有農地及び借入農地で米、

野菜類、柿、梅を耕作しています。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



譲受人夫婦と子の 3人で行っているとのことです。取得後の農地については、米を耕作すると

のことです。取得後の耕作面積は 70.43ａで弥生地域の下限面積 40ａ以上となります。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います。 

 

議  長：3条の 1 番について、担当推進委員さん何か補足する点がございましたらお願いします。ない

ですか。 

 

弥生 1区推進委員：ありません。 

 

議  長：それでは 3条の 1番について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 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）承認多数として許可したいと思いま

す。続きまして 3条の 2番、3番、これは譲受人が同一人物ですので一括して上程したいと思

います。事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：3条の 2と 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。今回の

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、カボス、ミカン、デ

コポン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おります。耕作は主

に譲受人夫婦と子の 3人で行っており、常時作業員を 3人雇っているとのことです。農地取得

後は、カボスを耕作するとのことです。取得後の耕作面積は 2と 3合わせて 393.62ａとなり宇

目地域の下限面積 40ａ以上となります。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。 

 

議  長：ただいま事務局から説明がありました。担当推進委員さん補足することがあればお願いいたし

ます。ないですか。それでは、3 条の 2 番、3 番について、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します。ないようですので、これより 3条の

2 番、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）挙手多数にて許

可したいと思います。続きまして、3条の 4番について事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：3条の 4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、

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、野菜類を耕作しているとのこと

です。耕作は主に譲受人夫婦二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、112.46ａで宇目地域の下限面積 40ａ以上となります。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。 

 

議  長：ただいま 3条の 4番についての事務局からの説明がございました。担当推進委員さん、補足が

あれば。ないですか。ないようですので、これより 3条の 4番について審議したいと思います。

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、た

だいまより 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）挙手多数に

て許可したいと思います。続きまして 5番について説明をお願いいたします。 



 

事 務 局：3条の 5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、

農業振興地域内の農用地です。譲受人は自己所有農地で茶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おります。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、茶を耕作するとのことです。取得後の耕作面積は、58.99ａで宇目地域

の下限面積 40ａ以上となります。担当推進委員さんからも特に問題ない旨の意見書が添付され

ております。 

 

議  長：ただいま 3条の 5番について、事務局より説明がありました。推進委員さん何か補足点はあり

ますか。ないですか。それでは、3 条の 5 番について、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。それでは 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）挙手多数ということで許可したいと思います。続きまして 6番の説明を事

務局お願いいたします。 

 

事 務 局：3条の 6 について説明いたします。今回の申請は、贈与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用地及び農地です。譲受人は、自己所有農地で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おります。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、米を耕作するとのことです。取得後の耕作面積は

37.99ａとなり本匠地域の下限面積 30ａ以上となります。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。 

 

議  長：ただいま 3条の 6番について、事務局より説明がありました。推進委員さん何かございました

ら。 

 

本匠 2区推進委員：ありません。 

 

議  長：ないようですので、ただいまより 3条の 6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。続きまして 7番の説明を事務

局お願いいたします。 

 

事 務 局：3条の 7 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。今回の申請

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ミカン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おります。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、ミカン及び野菜類を耕作するとのことです。取得後の耕作面

積は 22.08ａとなり大入島地域の下限面積 10ａ以上となります。担当推進委員さんからも特に

問題ない旨の意見書が添付されております。 

 

議  長：ただいま 3条の 7番について事務局より説明がございました。担当推進委員さん補足する点は

ございますか。 

 



佐伯 6区推進委員：ありません。 

 

議  長：それでは、3条の 7 番について、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、これより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。続きまして、8 番の説明を事務局お願い

いたします。 

 

事 務 局：3条の 8 について説明いたします。今回の申請は、親族間の譲渡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、自己所有農地でシキミ、サカキを耕

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おります。耕作は主に譲受人夫

婦二人で行っているとのことです。農地取得後はシキミ、サカキを耕作します。取得後の耕作

面積は 25.82ａとなり蒲江地域の下限面積 20ａ以上となります。担当推進委員さんからも問題

ない旨の意見書が添付されております。 

 

議  長：ただいま 3条の 8番について事務局より説明がございました。担当推進委員さん、何か補足す

る点はありますか。 

 

蒲江 3区推進委員：別にありません。 

 

議  長：それでは、3条の 8 番について、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

いますか。（ありません、の声あり）ありませんということですので、これより 3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。（挙手全員）挙手全員ということで許可し

たいと思います。3条の 9番、事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：3条の 9 について説明いたします。今回の申請は夫婦間の贈与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。譲受人は世帯所有農地で野菜及びイモ類を耕作し

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おります。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、引き続き野菜、イモ類を耕作します。取得後

の耕作面積は、21.27ａとなり蒲江地域の下限面積 20ａ以上となります。担当推進委員さんか

らも問題ない旨の意見書が添付されております。 

 

議  長：担当推進委員さん何か補足する点がございましたらお願いします。 

 

蒲江 2区推進委員：ありません。 

 

議  長：それでは、3条の 9 番について、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

いますか。ないようですので、これより 3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。（挙手全員）挙手全員ということで許可したいと思います。3条の 1番から 9番に

ついては佐伯市農業委員会として許可したいというふうに思います。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より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。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。貸駐車場用地として利用する計画です。申請地の周囲には宅

地があるものの駐車場が不足しており、近隣の住民のために駐車場を造成することとなり申請

しました。現状の高さのまま利用する計画なので周囲への影響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も農地の転用には問題ない旨の意見書が提出されて

います。 

 

議  長：ただいま 4条の 1番について事務局より説明がありました。担当推進委員さん補足する点がご

ざいますか。 

 

米水津区推進委員：特にないです。 

 

議  長：特にないということで、これより 4条の 1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。ないですか。ないようですので、4 条の 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）賛成多数ということで承認したいというふうに思います。4 条の

2番、3番、4番について一括上程したいと思います。事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：4条の 2と 3と 4について説明いたします。申請地は、全て都市計画区域内第二種中高層住居

専用地域の第 3種農地の田です。農地造成用地として利用する計画です。申請地では稲作をや

めており、土地をかさ上げして畑作に変えることにしました。造成工事は 4条の 2と 3と 4同

一で行います。造成後は、白菜、ネギ等を中心とした野菜を栽培する計画です。水路から 1ｍ

の間隔をあけ、安定勾配で盛土を行うため周囲に被害はないと思われます。高畠井堰土地改良

区から同意する旨の意見書が添付されております。また、担当推進委員さんからも農地の転用

には問題ない旨の意見書が提出されております。 

 

議  長：ただいま 4 条の 2 番、3 番、4 番について説明がありました。担当推進委員さん何か補足する

点がございましたらお願いします。 

 

佐伯 4区推進委員：特にありません。 

 

議  長：それでは、ただいまより 4 条の 2 番、3 番、4 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。（ないです、との声あり）ないとのことですので、ただいまより 2

番、3 番、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。（挙手全員）挙手全員と

いうことで 4条の 2番、3番、4番については承認したいというふうに思います。続きまして、

4条の 5番と 6番、事務局、一括上程したいと思いますので説明をよろしくお願いします。 

 

事 務 局：4条の 5と 6について説明いたします。申請地は、全て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。農地造成用地として利用する計画です。申請地は以

前に水田として耕作していましたが、水の管理が困難な農地であり、また圃場整備もされてお



らず、高さも地形も悪いため、盛土を行い、高さを均一にし、一帯の畑として利用しようと考

えました。造成後は、大豆等を中心とした野菜を作付けする計画です。安定勾配で盛土を行い、

1ｍの緩衝地帯を設けるため周囲へ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も、農地の転用には問題ない旨の意見書が提出されております。 

 

議  長：ただいま 4条の 5番と 6番の説明がございました。担当推進委員さん何か補足する点がござい

ますか。 

 

直川 2区推進委員：ありません。 

 

議  長：それでは、ただいまより 5番と 6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。ないようですので、ただいまより 5番と 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）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、農地法第 4条の 7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 7について説明いたします。申請地は、農業振興地域内の第 2種農地の畑です。畜舎用

地としての用途による申請ですが、平成 7年 3月ごろから畜舎として利用しておりました。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。申請人は、今回 5条の 6でも転用申

請をだしており、許可後は同一で経営を行う計画です。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農地の転

用には問題ない旨の意見書が添付されております。 

 

議  長：ただいま 4条の 7番のについて説明がございました。担当推進委員さんからは何もないという

ことでございますので、本日欠席になってございます。これより、4 条の 7 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。これより 4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）挙手多数ということで承認したいと思います。

続きまして、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 1番より説明を

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、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、平成 25 年 3

月ごろから一部許可を得ずに利用していました。現在既に利用しておりますので、今回始末書

を添付しての申請です。バラスを入れる工事は行いますが、現状の高さのまま利用するので、

周囲への被害ないと思われます。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。 

 

議  長：ただいま 1番について事務局より説明がございました。担当推進委員さん補足する点がござい

ましたらお願いします。 

 

佐伯 5区推進委員：特にありません。 



 

議  長：それではこれより 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。

（ないです、の声あり）ないとの意見ですので、これより 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承認したいと思います。続きまし

て 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。駐車場用地として利用する計画です。譲受人は現在駐車場を 30 台から 35 台分

は確保をしておりますが、駐車場からお寺に行くために長い坂道、参道を登る必要があるとい

うことで、お参りする人は高齢者が圧倒的に多いく徒歩の負担が多いということで、お寺に近

い場所ということで、駐車場を今回設置したいということで、申請が上がっております。現状

の高さのまま利用しますので、周囲への被害はないと思われます。また、雨水等は地下浸透し

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をいただい

ております。 

 

議  長：ただいま 5条の 2番について事務局より説明がございました。担当推進委員さん補足する点が

ございましたらお願いします。 

 

佐伯 3区推進委員：特にありません。 

 

議  長：ないとのことですので、これより 5条の 2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。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）挙手多数ということで承認したいと思います。5 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：5条の 3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

農地の田です。作業場用地として転用目的の申請ですが、申請地は平成 6年ごろより前所有者

が許可を受けずに鉄鋼業を営んでいた関係もありまして、作業場として使っておりました。現

在も作業場として利用しております。今回転用者双方からの始末書が添付されての申請であり

ます。現状のまま使います。担当推進委員さんからも転用には問題ない旨の意見書をいただい

ております。 

 

議  長：ただいま 3番について説明がございました。担当推進委員さん補足する点がございましたらお

願いします。 

 

佐伯 4区推進委員：ありません。 

 

議  長：それでは、5条の 3 番について、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 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）挙手多数ということで承認したいと思います。続いて 5条の 4番に



ついて事務局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。資

材置場用地として利用する計画です。譲受人は、新規に魚類養殖事業を展開することになり、

それに伴い、養殖資材等の置場や車輌置場が必要となりました。また、大型車両の出入りが出

来る場所を探しており、国道に面している申請地を選定したとのことです。現状の高さのまま

使用するため、周囲への影響はないと思われます。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。 

 

議  長：ただいま 5条の 4番について事務局より説明がございました。担当推進委員さん何か補足する

点がございますか。 

 

蒲江 3区推進委員：別にありません。 

 

議  長：それでは、ただいまより 5条の 4番について、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、これより 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）挙手多数ということで承認したいと思います。続きまして 5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 5番です。すみません、議案書の農地区分は 2種でございます。訂正をお願いいたしま

す。では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生産性の低

い第 2種農地の田です。駐車場及び資材置場用地としての用途による申請ですが、転用許可を

受けずに平成 16 年の 2 月ごろから使用していました。現在既にスライドを見てのとおり駐車

場として利用しております。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。小島地区土地改良組合から問題ない旨の意見書が添

付されております。担当推進委員さんからも転用には問題ない旨の意見書を提出いただいてお

ります。 

 

議  長：事務局より説明がございました。担当推進委員さん何か補足する点がございましたらお願いし

ます。 

 

佐伯 9区推進委員：別にありません。 

 

議  長：それでは、5条の 5番について、質疑、意見等ございましたらお願いします。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）挙手多数ということで承認したいと思います。続きまして 6番の説明を事務局お

願いいたします。 

 

事 務 局：5条の 6番です。先程 4条の 7でも説明させていただきました、畜舎用地と一帯の所でござい

ます。申請地は、農業振興地域内の農用地及び第 1種農地の畑です。畜舎用地としての用途に



よる申請ですが、平成7年3月ごろから利用権を設定して畜舎として利用していました。今回、

貸人からの所有権を移転するにあたり、始末書を添付しての転用申請です。許可後は 4 条の 7

の申請分と一帯の経営を引き続き行う計画です。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

意見書を添付いただいております。 

 

議  長：ただいま 5条の 6番について事務局より説明がございました。担当推進委員さんはお休みして

ございます。特にございませんという話でございました。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、これより 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）挙手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 7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 7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す。申請地の北側にある○○○番の住宅を

建て替える際申請地の部分まで土地が必要となったため、今回の申請となりました。現状の高

さのまま建築するため、土砂等の流出の被害はないと思われます。また、建物の高さは 7.85

ｍであり、周辺への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て道路側溝へ

放流します。水利権はありません。担当推進委員さんから転用には問題ない旨の意見書を添付

いただいております。 

 

議  長：ただいま 5条の 7番について説明がございました。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、これより 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）挙手多数ということで承認したいと思います。農地法

第 4条の許可申請 7件、それと第 5条の許可申請 7件については、多数の意見を附して県に進

達したいと思います。それではここで 10 分休憩したいと思います。 

 

（10 分間休憩） 

 

議  長：それでは再開したいと思います。それでは（4）その他、農用地利用集積計画（案）について

を議題といたします。農林課より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 60 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 1年、1筆、1,386 ㎡、契約期間 2年、11 筆、8,990 ㎡、契約期間 3

年、7 筆、6,553 ㎡、契約期間 5 年、12 筆、16,257 ㎡、契約期間 6 年、22 筆、21,507 ㎡、契

約期間 7年、1筆、3,266 ㎡、契約期間 10 年、6筆、5,586 ㎡、これらを合計しますと 60 筆で

63,545 ㎡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、御審議の程お願いいたします。 

 

議  長：ただいま農林課より説明がありました。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、農用地利用集積計画（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）賛成多数にて承認したいと思います。それでは、児玉

君お願いします。 

 

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。今回の締め切りは 3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：利用権設定の推進、今月は 20 日です。よろしくお願いしたいというふうに思います。それで

はその他の農用地利用配分計画（案）についてを議題といたします。農林課より説明をお願い

いたします。 

 

農 林 課：皆さんこんにちは。佐伯市役所農林課水田畜産係の大良と言います。お世話になります。私の

方からは、皆様にお配りしております農用地利用配分計画（案）を説明させていただきます。

では、皆さんお手元の配分計画 1 ページ目をめくってください。1 ページ目の裏に 1 農用地利

用配分計画、平成 30 年 5 月 1 日開始分とあります。これを読み上げながら説明させていただ

きたいと思います。契約期間 5 年のものです。新規のものが筆数 9 枚、水田で 12,521 ㎡。続

きまして下の段、6年の契約のものが、新規で水田、21 筆、19,789 ㎡。畑が、1筆で 1,718 ㎡

です。続きまして、7 年 6 ケ月の契約のものが新規で 1,919 ㎡。下の段、7 年 7 ケ月のものが

新規で 1 筆、1,323 ㎡です。ここで説明させていただきます。契約期間が 7 年 6 ケ月、7 年 7

ケ月と期間が中途半端であります。これにつきましては、土地を借りていた耕作者の方が、体

調、健康に不安があり、残りの契約期間を継続して耕作することが困難であると判断し、農地

中間管理機構との契約を一度解約しまして、他の担い手の方に引き続き作ってもらうというこ

とでありまして、残りの契約期間がそのまま新しく作られる方の契約期間となるものでありま

す。続きまして、下の段、10 年契約であります。新規が 6筆で、面積が 5,586 ㎡です。合計の

欄ですが、新規が 40 筆、田が 41,138 ㎡、畑が 1,718 ㎡、合計しまして 42,856 ㎡となります。

詳細につきましては、2 ページ目より記載しております。借受者氏名、土地所有者、農地情報

等を記載した配分計画の詳細をしております。これについては、皆様に御確認いただければと

思います。では、簡単でありますが以上で私の説明とさせていただきます。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

いましたらお願いいたします。事務局ありますか。 

 

事 務 局：意見書としては問題ない旨の意見書をいただいております。補足等がありましたら確認をお願

いいたします。 

 

議  長：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。（ないです、の声あ

り）ないとのことですので、これより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いうふうに思います。これより非農地証明願についてを議

題としたいと思います。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について、今月は 4 件出ておりますので順次説明したいと思います。

まず初めに、1 番の説明をさせていただきます。本申請地の現地調査についてですけども、先

月の 23 日に担当区の藤原推進委員と事務局の方で実施をいたしました。申請地については、

配布の資料のとおりでございまして、弥生大字門田字ヲスキガ元○○○番○でございます。申

請地は市役所から国道 217 号を通りまして、弥生方面に進み国道 10 号を通り、番匠大橋を渡

って約 500ｍ地点を右側に入りまして、左手に切畑小学校がありますが、小学校の奥の市営深

田団地横が現地でございます。現地の筆の形状等については、資料を見ていただければという

ふうに思います。この申請地ですけども、昭和 55 年に耕作放棄がされました。以後について

の一切の栽培管理の経緯はなく、現在に至っておるということでございます。また、隣接地で

すけども、隣接地は○○○○の○となりますが、これについては昨年の 8月に農業委員会で既

に非農地として許可をした土地でございます。現況の状況については今スクリーンに映し出し

ているとおりでございますが、一部に必ずしも森林の状況でないのではと見受けられる所もあ

りますけども、本申請地については、地表から 1.5 ないし 2ｍぐらいは石が堆積している状況

でございます。よって草木等の生育環境になく、農地としての活用ができないといわざるを得

ないというふうに思います。よって今後においても農地としての復元が困難で、継続しての利

用が難しいというふうに判断できようかというふうに思います。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思いますので、何とぞ御承認方

を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。挙手をもって質疑、意見等受け付けたいと思いますので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）挙手多数と

いうことで承認したいと思います。続きまして、2番について事務局お願いいたします。 

 

事 務 局：引き続き非農地証明願いの 2番の説明をさせていただきます。この現地調査についても 2月 23

日に担当区の波戸崎推進委員さんと事務局の方で実施をいたしました。申請地については佐伯

市字女島○○○○○番でございます。現地は女島全体農地の大体中程に位置し、なおかつ河川

側に位置する所でございます。堤防を挟んで隣接地は番匠川というふうになっております。

も番匠川の河口に位置する場所でなかろうかというふうに思います。そこで申請地ですが、昭



和 49 年 10 月 23 日に土地改良法による換地処分がなされた土地でございます。また、農業振

興地域内の第 1種農地ということになっております。しかしながら本申請地については、農用

地には該当しておりません。次に今映し出しているスクリーンの現地でございますけども、非

常に樹木の方も生い茂り、現地での耕作は厳しいというふうに見られようかと思います。また、

この耕作放棄の時期ですけども、平成 2年 3月に相続がなされまして、申請人が今現在は所有

者というふうに当然なっていますけども、耕作放棄はそれ以前から実際はなされておったとい

うことで、耕作放棄の時期は、申し出によりまして昭和55年 10月というふうに伺っています。

そこで、本申請地ですけども、先程も言いましたように森林化の状況が見られておるというの

も事実でございます。しかしながら、本申請地の非農地の可否については、女島地区全体の農

地に及ぼす影響等も十分考慮する中で委員の皆さん方には判断する必要があろうかと思いま

す。よって先般、現地を確認されました農業委員の皆さん方、そして推進委員の皆さん方の状

況報告をいただく中で、委員の皆さん方の慎重審議の上、御判断を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いの 2番について説明がございました。推進委員さん、何か補足する点

がございましたらお願いいたします。 

 

佐伯 1 区推進委員：こちらの場所なんですけれども、周りが第 1 種農地、全体的に土地改良区なんです。

こういう森林化をしている農地というのは殆どないんですよ。あっても、セイタカが生えてる

耕作放棄地があったりとかというのがあるんですけども、大体使ってない所が周りの○○さん、

牧場されている方が牧草を植えたりとかという感じで第1種農地を農地として活用している現

状です。ただ、僕が鑑みるに、この土地を持たれている人は、女島とか長島の方が多くて、農

地のこれからをどうしようかと考えている方がすごく多いのかなと。ここをもし非農地にして

例えば太陽光とか設置するとなると、第 1種の土地改良区の中で我も我もと後から後から続い

ていくのではないかと思って、それがちょっと怖いなというふうに思っています。 

 

議  長：それでは、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お願いいたしま

す。はい、どうぞ。 

 

17 番委員：事務局にお尋ねいたします。この方の非農地にした後の計画というのは、何か言っておられる

んでしょうか。 

 

事 務 局：申請で窓口にお見えになった段階で、今後については太陽光を検討したいといったことで伺っ

ております。 

 

議  長：よろしいですか。他にございませんか。はい、どうぞ。 

 

4 番委員：これは、第 1種農地ですね。第 1種農地だから、ちょっと転用は難しいんじゃないでしょうか。 

 

事 務 局：転用につきましては、太陽光発電施設につきましては許可はおりません。転用不可です。 



 

17 番委員：農業委員会の方からと事務局の方から 1度ちゃんと説明して、全体的な説明、周りの状況とか

説明してみらんと、我々農業委員は、農地を1種農地というか農地を守る役目もありますので、

さっき推進委員さんも言ってましたようにずらずらっといったら、何のための農業委員かとい

うことになっていくと思いますので、もう少し時間をかけた方がいいんじゃないかなと思うん

ですが。 

 

議  長：今、事務局の方から、後々には太陽光という話がありましたけれども、1 種農地は農地から農

地なんですよね。ここ木が立っています。太陽光作ろうにも全部伐採せないかん。伐根もせな

いかん。そうなると農地になるんですよ。また農地で使ってくださいという話になるんですよ。

だからそこのところはちょっと頭の中に入れとって欲しいなというふうに思います。はい、ど

うぞ。 

 

事 務 局：私もここをこのうち会長と事務局もう 1名と波戸崎推進委員さんと今日欠席されておる工藤委

員さんと回りました。全体的に農地の広がりがある平坦部の 1 種農地ということであります。

両サイドはきれいに手入れもされております。 

 

議  長：もう一つ補足なんですけども、木立地区が 1種農地なんです。○○さんがずっと養鶏をしてた

んですけども、真ん中ぐらいに竹藪が生えてます。木立の方が依頼されて、ここ何とかならん

かなということで以前の農業委員さんが見に行ったことがございます。1 種農地はあくまでも

1 種農地ということで、農業委員さんが却下された事例があります。ここも同一かなというふ

うには私は見てございます。はい、どうぞ。 

 

4 番委員：これを第 1 種を非農地化を認めたら、全体的に歯止めが利かなくなるんじゃないでしょうか。

私はそう思いますけど。 

 

議  長：河野委員さん。 

 

16 番委員：ちょっと別の見地から、ここは番匠川の氾濫で埋まったことはあるんですか。 

 

議  長：これは、私の方は認識がないんですけど、事務局返答できますか。 

 

事 務 局：私地元に住んでますけど、私が知る限りで氾濫して土砂等が埋まった経緯はないと、私が知る

限りではですね。可能性はゼロとは言えませんけど。 

 

議  長：よろしいですか。他にございませんか。取りまとめたいと思いますが、まだ他にございますか。

それでは非農地証明願 2 について承認される方の挙手を求めたいと思います。（挙手なし）な

いですか、ないですね。それでは、非農地証明願 2については、佐伯市農業委員会としては承

認できないということでお願いいたします。続きまして、非農地証明願 3について説明をお願

いいたします。 



 

事 務 局：先程の非農地証明願 2 の関係でございます。実は事務局の方は受付段階でこの土地について、

厳しいといった判断で、申請人の方には御説明をしました。ただ、いかんせん一度申請人の方

が農業委員会の方に上げてくださいということなんで、私どもとしては事務局判断でバツとい

うことにはできないので今回農業委員会に上げたところでございます。委員さんの意見も十分

拝聴しましたので、申請人については、その旨私どもの方からお伝えをしたいというふうに思

います。引続き 3番の説明をさせていただきます。申請地は海崎の字野中○○○○番でござい

ます。本申請地の現地調査については、これも 2 月 23 日に担当区の清水推進委員さんと事務

局の方で実施をしたところでございます。申請地は、国道217号線を海崎方面に向かいまして、

三浦造船の海崎工場がございますが、そこの交差点を左折し約 500ｍぐらいです。その左手が

今回の申請地でございます。ご覧のように申請地については、一般住宅とそれに付随した付属

建物が建築をされている状況でございます。スクリーンの方には全景と家屋の状況がわかるよ

うな形で 2方向から撮影したものを今回映し出しております。そこで、当該地に建築されてお

る家屋でございますが、この家屋については、昭和 26 年 3 月に申請者の父親が建築した一般

住宅でございます。加えて建築の内容とか建築年限等々については、申請段階で私どもの方が

家屋の登記簿謄本を徴収をしておりますので間違いございません。そこで委員さんも御承知の

とおり、農地法の施行というのが昭和 27 年 7 月でございます。よって、本申請地については

農地法の適用以前の建物の物件でございます。よって非農地として判断することには問題ない

というふうに考えておりますので、委員の皆さん方の許可を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 3について事務局より説明がございました。推進委員さん何か補足する

ことがございますか。 

 

佐伯 5区推進委員：ありません。 

 

議  長：それでは、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。ないですか。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）挙手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 4について事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：引続き非農地証明願 4番の説明をさせていただきます。この 4番の現地調査については、2月

26 日に担当区の清田推進委員さんと私どもの方で実施をいたしました。申請地は佐伯市上岡○

○○○番○外 2 筆でございまして、3 筆で一構をなす土地となっております。申請地は、国道

217 号線沿いで、弥生地区と佐伯地区の境界に隧道がありますが、弥生地域に向かって隧道手

前の右手の平坦部が今回の申請地でございます。申請地の土地の形状、面積等については、お

手元の資料をご覧いただければと思います。本申請地でございますけども、昭和 63 年に耕作

放棄をしたということで伺っています。耕作放棄の主たる理由ですけども、仕事でどうしても

耕作に費やす時間がないといったことから放棄がなされ現在に至っておるということでござ

います。現地の状況については、スライドで映しだされたとおりでございます。草木が生い茂



り農地性が徐々に薄れまして現在にいたっておるということでございます。今後において当該

地を農地と復元することは、困難ではなかろうかというふうに考えます。よって、本申請地に

つきましても非農地証明願発行要領の第4項に該当する土地と判断できようかというふうに思

いますので、慎重審議の上、御承認をいただければと思います。 

 

議  長：ただいま非農地証明願 4について事務局より説明がございました。担当推進委員さん何か補足

することがあればお願いいたします。 

 

佐伯 2区推進委員：ありません。 

 

議  長：それでは、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。ないようですので、非農地証明願 4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思います。これで、非農地証明願を終

わりたいと思います。続きまして、能率給の支給に関する規則について事務局説明をお願いい

たします。 

 

事 務 局：お手元に佐伯市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則という 2枚綴りの用紙をお配

りしておりますが、これに基づいて御説明したいと思います。農業委員さん、推進委員さんの

報酬につきましては、基本給とは別に国からの交付金の額に応じて能率給を上乗せするという

ふうに今まで説明してきていたところでございます。また、一昨年の 12 月の議会への報酬条

例の中でも能率給につきましては、支給方法については、規則により定めるというふうに書か

れておりますので、今回能率給の支給に関する規則について皆さんに御承認いただきたいとい

うことで御提案差し上げます。まず、この規則の趣旨につきましては、ここに書いているとお

りで、支給に関して必要な事項を定めると、先程条例に基づいてこれを定めなければならない

ということでそれを書いております。第 2条で支給の対象活動、これにつきましては、農地利

用 適化交付金の事業の実施要綱の中に皆さんにまた後で説明するかもしれませんけど、活動

記録簿の農地利用 適化の推進に係る業務、皆さんに何回も説明させていただいておりますけ

れど、ここの部分です。ここの部分に応じて活動した分について、交付金が交付されるという

ことでございます。第 3条の方で財源として、国から交付された交付金をもって能率給に充て

るということでございますので、具体的な例を示してあとで御説明したいと思います。実際皆

さんの方に直接関係がありますのが、第 4条の能率給の額の所でございます。ここの所を 2ペ

ージ目に抜粋して例も含めて書かしていただいておりますので、2ページ目をお開きください。

第 4 条で条例第 2 条、これは報酬条例ですけど、に基づく委員会の委員等の報酬額について、

市長が別に定める額は、次の算定式で得られる額とするということで、（1）といたしまして、

交付金の額の 2分の 1に相当する額を、委員等の人数で除して得た額。要するに、交付金の半

分につきましては、農業委員さん、推進委員さん、44人で均等に割りましょうということでご

ざいます。ただし、途中で委員になられたとか、途中で止められた場合につきましては在職の

日数に応じて案分するということになりますので、今のところそういった委員さんはございま

せん。残りの半分につきましては、（2）にありますように、交付金の額から第 1 号 2 分の 1

で計算して得た額の総額を差し引いた額。端数があるから難しい書き方をしてるんですけども、



要するに残りの半分の額ということです。全体額から第 1 号の額、2 分の 1 を引いた額につい

ては、委員さんの活動時間に応じて算定した額ということで、昨年の 7 月 20 日から今年度の

今年の 3 月 31 日までの活動について、皆さんに何回か御説明して出していただいております

けどが、この活動記録簿の時間によって、例で書いておりますけども、仮に交付金の額が 100

万円佐伯市農業委員会に来た場合に、100 万円の 2分の 1、50 万円につきましては、44 人の委

員さんで均等に割りましょうと、1円未満四捨五入しまして、11,364 円、これについては皆さ

ん、農業委員さん、推進委員さんに均等に交付しますと、残りの半分の額ですが端数処理の関

係でここに 499,984 円というふうな形になっておりますが、約半分の額につきましては、農地

利用 適化に係る皆さんの活動時間、3 月 31 日までの活動時間が仮に皆さんの合計を 1000 時

間にした場合に、そのうちＡ委員さんが、18 時間活動していたという場合につきましては、

499,984 円、約半分の、残りの交付金の額で案分して配分しようということでございますので、

仮にこの場合でございますと、8,999.71 円ということで、四捨五入して 9,000 円。よって、①

と②を足した 20,364 円をＡ委員さんに配分するということです。ちょっと難しい説明になっ

てしまいましたが、要するに半分につきましては皆さんで均等に割って、残りの半分について

は、農地利用 適化に係る活動の時間数に応じて案分して配布しようということでございます。

1 ページ目に戻りまして、第 5 条の方に実績の報告と、時間数を計算する基が、現在活動記録

簿で出していただいている農地利用 適化交付金の事業の部分の時間数をもって計算の基と

したいということでございます。四半期ごと 3か月に 1回、この活動記録簿を出していただい

ておりますので、それを 3か月に 1回報告していただきたいということでございます。第 6条

としまして、支給の時期につきましては、国からの交付の時期が3月末になりそうであります。

よって、4 月、5 月の出納整理期間の間に皆さんの方のお手持ちの口座の方に振り込むという

ような形になります。以上、説明提案いたします。 

 

議  長：ただいま能率給について説明がございましたけれど、おわかりいただけましたでしょうか。そ

れでは、続きまして、報告及び連絡事項に入りたいと思いますが、平成 30 年度の佐伯市農業

委員会開催予定についてお願いいたします。 

 

事 務 局：お手元に平成 30 年度の佐伯市農業委員会の開催予定日というＡ4の用紙 1枚をお配りしており

ます。開催の予定は、4 月から来年の 3 月までお配りしている予定のとおり開催したいという

ふうに考えております。基本的に一般社団法人大分県農業会議の方から 3か月に一回程度定期

検討会、農地の利用集積に係る定期検討会を開催しなさいよということが言われていますので、

3 か月に一回という割合で両委員、推進委員さんを含めた合同の委員会を総会を開催するよう

にしております。定期検討会のやり方についてどうするかとかいうのは全然まだ未定で、かな

り各市町村からも意見が出されて、どういった形にするかというのは未だに未定な状況ですけ

ど、1 年のうち 4 回は推進委員さんと合同で開きたいという案でございます。あくまでも予定

日でございますので、議会開会中など日にちが変わる可能性もあるということでお含みおきい

ただければと思います。 

 

議  長：今事務局から説明がございました。それで今両委員の合同の委員会もここに記載されてござい

ます。ただ、先程説明した、県のネットワーク会議からの方向性というのも全然定められてお



りませんので、またわかり次第事務局と相談して皆さんにお諮りしたいというふうに思います。

よろしいですか。それでは（2）の農業委員会事務職員の歓送迎会について説明をお願いいた

します。 

 

事 務 局：（歓送迎会について説明） 

 

議  長：移動があるかわからないという話だったんですけども、3 月中旬ごろにはわかるんじゃないか

というふうに思ってますし、ただ、農業委員会の後ですので、農業委員会の時間をここに記載

しておりません。案件が少なければ 14 時を 15 時にずらしてとかいうふうな配慮をしたいと思

いますので、またその旨通知はしたいというふうに思います。皆さんの方から何かございませ

んか。事務局どうぞ。 

 

事 務 局：報告事項の中に記載しておりませんが、皆さんに何回か説明しておりました、平成 29 年度の

農地の集積・集約の訪問活動について、2 月中から推進委員さんに個別においでいただいて、

説明して訪問していただくようにしておりますが、なかなか思ったより、1 日に 4 人ぐらいの

ペースで説明していこうかと思ったんですけど、1日に 1人が精いっぱいで、現在まだ 12 人の

推進委員さんにしか説明できておりません。また今後 3月に入って残りの委員さんの方に私の

方から電話しますのでよろしくお願いいたします。あくまでも農業委員会の活動の方針ですの

で、そこらを含めて説明したいと思っていますので、また連絡差し上げたいと思います。 後

に推進委員さんの方にはその時に平成29年 12月までのこの柿色の活動記録簿を個別に持って

きてくださいよということで持って来ていただいている状況でございますが、農業委員さんに

ついては今日までに活動記録簿を出していただきたいということを言っておりましたが、帰り

に今日持って来ていただいている農業委員さんは私の所に提出していただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

議  長：皆さんの方から何かお聞きしたい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

事務局お願いいたします。 

 

事務局長：大変お疲れ様でございました。これをもちまして、全ての議題を終了いたしました。次の開催

日は 4月 3日火曜日、午後から大会議室で開催いたしますが、時間については先程も言ったよ

うに歓送迎会の関係と議案の数の関係で若干時間をずらすこともあると思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。それでは副会長、閉会の言葉をお願いします。 

 

17 番委員：これをもちまして、平成 30 年第 3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 40 分閉会）  

 


