
令和元年第 7回佐伯市農業委員会議事録 

 

日  時： 令和元年 7月 2日（火曜日） 15 時 00 分～17 時 41 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    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   7 番 夛田 寿志     8 番 田嶋 義生    9 番 高畠 千恵美 

10 番 御手洗 大悟  11 番 小野 隆壽   12 番 吉良 勝彦   13 番 工藤 雄一 

14 番 谷川 享宏    15 番 塩月 吉伸    16 番 河野 周一   17 番 三又 勝弘 

出席農地利用 適化推進委員：佐伯 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 11 区 後藤 彰   上浦区 白田 一男 

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

本匠 2区 髙橋 昭男 宇目 1区 岡田 安代 宇目 2区 矢野 弥平 直川 1区 曽根田 正弘 

直川 2区 橋迫 新五  蒲江 1区 井川 英二 蒲江 2区 津田 幸喜 

欠席委員：3番 市川 一清   

事 務 局：事務局長 穴見 哲男  総括主幹 橘 公展   副主幹 山田 祐郎  副主幹 槙野 信光 

事務員 井上 真吾     

農 林 課：総括主幹 首藤 和秀  副主幹 泉 由香 

 

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 第 21 号議案 農地法第 3条の規定による許可申請について 

    第 22 号議案 農地法第 4条の規定による許可申請について 

第 23 号議案 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佐伯市農業振興地域整備計画の変更に係る意見書の提出について 

     ⑤非農地証明願について 

     ⑥空き家バンクに登録された空き家に付随した農地の指定について 

     ⑦令和元年度農地等利用 適化推進施策に関する意見・要望等について 

 

 



事務局長：ただいまより令和元年第 7 回佐伯市農業委員会を開催したいと思います。本日の欠席委員は、

3番市川一清委員、15 番の塩月吉伸委員は他の会議があるので遅れて出席ということになって

おります。農業委員 17 名中、本日の会議の出席者は 15 名です。よって農業委員会会議規則第

6条により会議が成立したことを報告します。また、農地利用 適化推進委員は、23 名の出席

をいただいております。なお、先月の大分県知事許可案件につきましては、6月 18 日付けで許

可となっておりますので報告いたします。それでは会長あいさつの方をよろしくお願いいたし

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となりますので、会長に議事の進行をよ

ろしくお願いします。 

 

議  長：それでは議事に入ります前に本日の議事録署名人を 2名指名いたしたいと思います。12 番の吉

良委員、13 番の工藤委員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 2 ページをお開きください。本日の議事案件は、農地法第 3 条、件数 3 件、

田 1,114 ㎡、畑 1,698 ㎡、合計面積 2,812 ㎡。農地法第 4条、件数 5件、田 4,058.2 ㎡、畑 234

㎡、合計面積 4,292.2 ㎡。農地法第 5条、件数 17件、田 6,367 ㎡、畑 6,429.64 ㎡、合計面積

12,796.64 ㎡。合計件数 25 件、田 11,539.2 ㎡、畑 8,361.64 ㎡、総合計面積が 19,900.84 ㎡。

以上の提案いたします。 

 

議  長：それでは議事に入りたいと思います。第 21 号議案農地法第 3 条の規定による許可申請につい

てを議題といたします。事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：それでは、申請地の位置につきましては、配布しております管内図と住宅地図を御参照くださ

い。土地の表示、申請人、耕作面積は議案書のとおりでございます。それでは 3条の 1につい

て説明させていただきます。住宅地図の冊子 1ページをご覧ください。今回の申請は、売買に

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

で米や野菜を栽培しているとのことです。農業経営に必要な農機具は所有しています。耕作は

譲受人と子どもの 2人で行っているとのことです。農地取得後は、地目は田ですが、栗を作る

とのことです。取得後の耕作面積は 124.65ａとなり、宇目地域の下限面積 40ａ以上となりま

す。今後、引き続き農業を行うので申請農地周辺地域への農業上の支障は予想されないと思わ

れます。 

 

議  長：それでは担当の矢野推進委員さんお願いいたします。 

 

宇目 2区推進委員：栗を作るということでしたので別段問題ございません。異議はないと思います。 

 



議  長：推進委員さんからも問題なしとの意見がございました。それでは 3条の 1番について、これよ

り質疑、意見等を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いいたしま

す。(ありません、の声あり)なしとの声がございましたので取りまとめたいと思います。3 条

の 1番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手多数）賛成多数で 3条の 1

番を許可したいと思います。続きまして 3条の 2番、事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：続いて 3 条の 2 について説明させていただきます。住宅地図の冊子 2 ページをご覧ください。

今回の申請は、売買による所有権の移転です。申請農地は、農業振興地域内の農地です。譲受

人は、自己所有農地で米や野菜類を栽培しているとのことです。農業経営に必要な農機具は所

有しています。農業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、野菜

を栽培するとのことです。取得後の耕作面積は 119.25ａとなり、宇目地域の下限面積 40ａ以

上となります。今後引き続き農業を行うので申請農地周辺地域への農業上の支障は予想されな

いと思われます。 

 

議  長：担当の矢野推進委員さんお願いいたします。 

 

宇目 2区推進委員：この件につきましても何の問題もないと思っております。異議がないと思います。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それでは3条の2番について、

これより質疑、意見等を求めたいと思います。（ありません、の声あり）なしとの声がござい

ましたので取りまとめたいと思います。3 条の 2 番について賛成される方の挙手を求めたいと

思います。（挙手多数）賛成多数ということで許可したいと思います。続きまして 3条の 3番

について事務局説明をお願いいたします。この件については、○○推進委員さんが農業委員会

会議規則第 10 条によって参与できませんので退室をお願いします。 

 

（○○推進委員退室） 

 

議  長：それでは 3条の 3番について説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：続いて 3 条の 3 について説明させていただきます。住宅地図の冊子 3 ページをご覧ください。

今回の申請は、売買による所有権の移転です。申請農地は、農業振興地域内の農地です。譲受

人は、自己所有農地でミカンを栽培しているとのことです。農業経営に必要な農機具は所有し

ています。農業は主に譲受人 1人で行っているとのことです。農地取得後は、ミカンを栽培す

るとのことです。取得後の耕作面積は 163.32ａで、蒲江地域の下限面積 20ａ以上となります。

今後、作業を行うにあたり申請農地周辺地域への農業上の支障は予想されないと思われます。 

 

議  長：それでは担当の井川推進委員さんお願いいたします。 

 

蒲江 1区推進委員：別に問題ないと思います。 

 



議  長：担当推進委員さんからも別に問題なしとの意見がございました。それでは 3条の 3番について

これより質疑、意見等を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いい

たします。（ありません、の声あり）なしとの声がございましたので取りまとめたいと思いま

す。3 条の 3番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手多数）賛成多数と

いうことで 3条の 3番を許可したいと思います。それでは入室をお願いします。 

 

（○○推進委員入室） 

 

議  長：続きまして第 22 号議案農地法第 4 条の規定による許可申請を議題といたします。事務局 1 番

から説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：4 条の 1 と 2 が隣り合った農地で同一の事業であるということから、4 条の 1 と 2 に関しては

一括して立証したいと思います。お配りしている地図の 4ページをご覧ください。申請地は都

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の用途

による申請です。申請地は周囲から一段低いため、隣接する道と高さを合わせようと考えまし

た。造成後は畑として麦を作付けする計画です。申請地では、4 条の 2 の農地と一体で、 大

1.8ｍのかさ上げを行います。道に対しては高さを合わせ、また隣接地に対しては間隔を空け、

1 対 1.5 の安定勾配で盛土を行うため、土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。許可基

準は、運用通知第 2の 1の（1）のエの（イ）、第 3種農地の許可要件、第 3種農地の転用は許

可をすることが出来るに該当します。 

 

議  長：それでは担当の清田推進委員さんお願いいたします。 

 

佐伯 2区推進委員：特に問題ないと思います。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それでは 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。それでは 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）全員賛成ということで承認したいと思います。続

きまして 4条の 2番について質疑、意見等を求めたいと思います。ございましたらよろしくお

願いします。（ありません、の声あり）なしとの意見がございましたので、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）全員賛成ということで承認した

いと思います。続きまして 4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：4条の 3について説明いたします。地図の 5ページをご覧ください。申請地は農業公共投資の

対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の田と畑です。農地造成用地としての用

途による申請です。耕作田へ水を引くことが出来ないため、かさ上げをして畑として利用しよ

うと考えました。申請地では 大 1ｍのかさ上げを行います。隣接地に対しては間隔を空け、

安定勾配で盛土をし、法面には植生シートを張るため、土砂の流出、崩壊の恐れはないと思わ

れます。造成後は畑として野菜、果樹等を作付けする計画です。水利権はありません。許可基

準は運用通知第 2 の 1 の(1)のカの(イ)、第 2 種農地の許可要件、申請に係る農地に変えて周



辺の他の土地を供することによっては当該申請に係る事業の目的を達成することが出来ない

と認められる場合に該当します。 

 
議  長：それでは担当の清田推進委員さんお願いいたします。 

 

佐伯 2区推進委員：毎年夏にチェックして回る時に使えない状態で、盛土して畑にするということで問題

は特にないと思います。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見が出ました。それでは 4条の 3番について、こ

れより質疑、意見等を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いいた

します。（ありません、の声あり）なしとの意見がございましたので取りまとめたいと思いま

す。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）全員賛成と

いうことで承認したいと思います。続きまして 4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：4条の 4について説明いたします。地図の 6ページをご覧ください。申請地は農業振興地域内

にある農用地の田です。農地造成用地としての用途による申請です。申請地は平成 11 年まで

米を作っておりましたが、それ以降は不耕作の状態となっておりました。今回、隣接地と一体

でかさ上げを行い畑として利用する計画です。申請地では 2ｍのかさ上げを行います。隣接す

る水路や側溝に対しては間隔を空け、1 対 1.5 の安定勾配で盛土を行うため、土砂の流出、崩

壊の恐れはないと思われます。造成後は大根、玉ネギ、ネギ等の野菜類全般を作付けする計画

です。許可基準は運用通知第 2の 1の(1)のアの(イ)の cの(a)、農用地の許可基準の例外規定

一時的な利用に供するものに該当します。 

 

議  長：それでは担当の林推進委員さんお願いいたします。 

 

佐伯 9区推進委員：この案件は、先月もございましたけども、既に隣接の所は先月承認をいただいており

ます。この案件も砂防ダムの残土を使って埋め立てをするものでございます。何ら問題ないと

考えております。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それでは 4条の 4番について

これより質疑、意見等を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いい

たします。（ありません、の声あり）なしとの意見がございましたので取りまとめたいと思い

ます。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。（挙手全員）全員賛成

ということで承認したいと思います。続きまして、4条の 5 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 5について説明いたします。地図の 7ページをご覧ください。申請地は農業公共投資の

対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の田です。農地崩落対策のために擁壁を

設置する一時転用です。申請地は平成 30 年 9 月 25 日付けで擁壁を設置する許可を得ており事



業は完了しましたが、隣接する宅地への土砂の流出を防ぐため、追加で擁壁を設置することに

なりました。申請地では、境界部分に 3 段、高さ 0.75ｍのコンクリートブロックを 24ｍ分設

置します。転用面積は 13.2 ㎡です。擁壁設置後は引き続き畑として利用する計画です。また、

弥生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。許可基準は第 2種農地の許

可要件に該当します。 

 
議  長：それでは担当の藤原推進委員さんお願いいたします。 

 

弥生 3区推進委員：隣地の宅地との境界をはっきりするために行う工事です。特に問題ありません。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それでは 4条の 5番について

これより質疑、意見等を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いい

たします。（ありません、の声あり）なしとの意見がございましたので取りまとめたいと思い

ます。4 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。（挙手全員）全員賛成

ということで 4条の 5番について承認したいと思います。続きまして、第 23 号議案農地法第 5

条の規定による許可申請についてを議題といたします。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について説明いたします。地図の 8ページをご覧ください。申請地は農業公共投資の

対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の田です。太陽光発電施設としての用途

による申請です。申請地は地権者が高齢であることや、県外に在住していることから、管理に

苦慮しておりました。申請地では、432 枚の太陽光パネルを設置します。盛土等の造成工事は

行わず整地のみを行った後パネルを設置するため土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。

また、雨水は自然浸透します。水利権はありません。許可基準は、運用通知第 2 の 1 の（1）

のカの（イ）、第 2 種農地の許可要件、申請に係る農地に変えて周辺の他の土地を供すること

によっては当該申請に係る事業の目的を達成することが出来ないと認められる場合に該当し

ます。 

 

議  長：それでは担当の清水推進委員さんお願いいたします。 

 

佐伯 5区推進委員：特に心配はありません。 

 

議  長：特に問題なしとの推進委員さんからも意見が出ました。それでは 5条の 1番についてこれより

質疑、意見等を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いします。ご

ざいませんか。それでは取りまとめたいと思います。5 条の 1 番について賛成される方の挙手

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

て、5条の 2番について事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：5条の 2について説明いたします。地図の 9ページをご覧ください。申請地は農業公共投資の

対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の畑です。太陽光発電施設用地としての



用途による申請です。譲渡人は、現在自営業を営んでおり耕作を行っていくことが難しい状態

となっており管理に苦慮しておりました。申請地では、360 枚の太陽光パネルを設置します。

盛土等の造成工事は行わず整地のみを行った後パネルを設置するため土砂の流出、崩壊の恐れ

はないと思われます。また、雨水は自然浸透します。許可基準は、第 2種農地の許可要件に該

当します。 

 

議  長：それでは担当の津田推進委員さんお願いします。 

 

蒲江 2区推進委員：この件について問題ないと思います。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それでは 5条の 2番について

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。(ありません、の声あり)なしと

の意見がございましたので取りまとめたいと思います。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。（挙手全員）全員賛成ということで承認したいと思います。続きま

して 5条の 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について説明いたします。地図の 10 ページをご覧ください。申請地は農業公共投資の

対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の田です。太陽光発電施設用地としての

用途による申請です。譲渡人は自営業を営んでいることから、耕作を行うことが難しい状態と

なっておりました。申請地では 256 枚の太陽光パネルを設置します。盛土等の造成工事は行わ

ず整地のみを行った後パネルを設置するため、土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。

また、雨水は自然浸透します。水利権はありません。許可基準は、第 2種農地の許可要件に該

当します。 

 

議  長：それでは担当の橋迫推進委員さんお願いいたします。 

 

直川 2区推進委員：問題ないと思います。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それでは5条の3番について、

これより質疑、意見等を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いし

ます。(ありません、の声あり)なしとの意見がございましたので取りまとめたいと思います。

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。（挙手全員）全員賛成という

ことで承認したいと思います。続きまして5条の4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 4について説明いたします。地図の 11 ページをご覧ください。申請地は農業公共投資の

対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の田です。太陽光発電施設用地としての

用途による申請です。申請地では以前は稲作を行っていましたが、現在の地権者は別の仕事を

しており、耕作を行うことが難しい状態となっておりました。申請地では 432 枚の太陽光パネ

ルを設置します。盛土等の造成工事は行わず整地のみを行った後パネルを設置するため、土砂

の流出、崩壊の恐れはないと思われます。また、雨水は自然浸透します。水利権はありません。



許可基準は、第 2種農地の許可要件に該当します。 

 

議  長：それでは担当の橋迫推進委員さんお願いします。 

 

直川 2区推進委員：問題ないと思います。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それではこれより 5条の 4番

について質疑、意見等を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いし

ます。(ありません、の声あり)特になしとの意見がございましたので取りまとめたいと思いま

す。5 条の 4 番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成と

いうことで承認したいと思います。続きまして5条の5番について事務局説明をお願いします。 

 

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

対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の畑です。資材置場用地としての一時転

用です。大分県佐伯土木事務所が行う道路改良工事に伴う残土処理及び資材置場として一時的

に利用するものです。申請地では土地の一部が 1段低くなっており、工事で発生した土砂を搬

入し、かさ上げも同一で行います。工事終了後は農地に復元し貸人に返却します。申請地の低

い部分に対しては 1ｍのかさ上げを行います。隣接地に対しては高さを合わせ、また安定勾配

で盛土を行うため、土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。水利権はありません。許可

基準は、第 2種農地の許可要件に該当します。 

 

議  長：それでは担当の池田推進委員さんお願いします。 

 

佐伯 7区推進委員：問題ありません。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。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 5番について取りまとめたいと思います。賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙

手全員）全員賛成ということで承認したいと思います。続きまして 5条の 6番について事務局

説明をお願いします。 

 

事 務 局：5条の 6について説明いたします。地図の 13 ページをご覧ください。申請地は農業公共投資の

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の用途に

よる申請です。事業を行っている譲受人の自宅は申請地と隣接していることから、漁網等の資

材置場として平成 30 年頃から使用しておりました。そのため、今回譲受人からの始末書が添

付されております。現状のまま使用するため、周囲への被害はないと思われます。水利権はあ

りません。許可基準は、第 2種農地の許可要件に該当します。 

 

議  長：それでは担当の小川推進委員さんお願いいたします。 

 



佐伯 8区推進委員：ゼンリン地図の東側、右斜め上、図面を見ますとゼンリン地図では高低差も何もわか

らないですけども、今のスライドを見ますと右の方がかなり低いんです。竹林が生えていて周

りには隣の田んぼとかにも影響はございませんので別に問題ないと思います。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それでは5条の6番について、

これより質疑、意見等を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いい

たします。(なし、の声あり)特になしとの意見がございましたので取りまとめたいと思います。

5 条の 6 番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成という

ことで承認したいと思います。続きまして5条の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について説明いたします。地図の 14 ページをご覧ください。申請地は農業公共投資の

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

申請です。申請地の西側は譲受人の工場があり、今回の申請は、譲受人の事業拡大に伴い申請

地に冷凍庫を設置するための工場を建設するものです。申請地では、周囲と高さを合わせる造

成工事を行いますが、境界部分に対してはコンクリートで固めるため、土砂の流出、崩壊の恐

れはないと思われます。水利権はありません。許可基準は、第 2種農地の許可要件に該当しま

す。 

 

議  長：それでは担当の水口推進委員さんの意見書を読み上げてください。 

 

事 務 局：水口推進委員から特に問題ない旨の意見書をいただいております。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見書がございます。それでは 5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。どなたかございましたら挙手をもってお願いい

たします。(ありません、の声あり)特になしとの意見がございましたので取りまとめたいと思

います。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。（挙手全員）全員賛

成ということで承認したいと思います。続きまして 5条の 8番について事務局説明をお願いい

たします。 

 

事 務 局：5条の 8について説明いたします。地図の 15 ページをご覧ください。申請地は農業公共投資の

対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の田と畑です。作業所及び資材置場用地

としての用途による申請ですが、平成 30 年 5 月頃から譲受人が申請地の一部を資材置場とし

て利用しておりました。そのため、今回譲受人からの始末書が添付されております。現状のま

ま使用するため、周囲への被害はないと思われます。水利権はありません。許可基準は、第 2

種農地の許可要件に該当します。 

 

議  長：それでは担当の清水推進委員さんお願いします。 

 

佐伯 5区推進委員：特に問題ありません。 

 



議  長：担当の推進委員さんからも問題なしとの意見がございました。それではこれより 5条の 8番に

ついて質疑、意見等ございましたら挙手をもってお願いいたします。(ありません、の声あり)

問題なしとの意見がございましたので取りまとめたいと思います。5 条の 8 番について、賛成

される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成ということで承認したいと思い

ます。続きまして 5条の 9番について事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：5条の 9について説明いたします。地図の 16 ページをご覧ください。申請地は農業公共投資の

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

よる申請です。申請地の地区は譲受人の妻の出身地であり、年に数回帰ってきておりました。

今回、譲受人の子ども夫婦も一緒に帰ってくることになったため、新たな住宅が必要となりま

した。申請地では、平屋建て、建築面積 110.6 ㎡の住宅を建築します。現状のまま建築を行う

ため土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。また、排水は合併浄化槽を設置します。水

利権はありません。許可基準は、第 2種農地の許可要件に該当します。 

 

議  長：それでは担当の津田推進委員さんお願いします。 

 

蒲江 2区推進委員：この件についても問題ないと思います。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それでは5条の9番について、

これより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。それでは取りま

とめたいと思います。5条の 9 番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手

全員）全員賛成ということで承認したいと思います。続きまして 5 条の 10 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 10 について説明いたします。地図の 17 ページをご覧ください。申請地は農業公共投資

の対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の田です。倉庫及び資材置場用地とし

ての用途による申請ですが、昭和 37 年頃から譲受人が倉庫を建築し使用していました。その

ため、今回譲受人からの始末書が添付されております。新たに工事を行うことはありませんの

で、周囲への被害はないと思われます。水利権はありません。許可基準は、第 2種農地の許可

要件に該当します。 

 

議  長：それでは担当の出納推進委員さんお願いいたします。 

 

弥生 2区推進委員：特に問題ないと思います。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それではこれより 5 条の 10

番について意見等ございましたらどなたか挙手をもってお願いいたします。(ありません、の

声あり)なしとの意見がございましたので取りまとめたいと思います。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。（挙手全員）全員賛成ということで承認したいと思

います。続きまして 5条の 11 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 11 について説明いたします。地図の 18 ページをご覧ください。申請地は農業公共投資

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

よる申請です。譲受人は福祉事業を営んでおりますが、現在の駐車スペースが足りなくなった

ことから、新たな駐車場が必要となりました。盛土等は行わず、周辺の土地と同レベルに整地

して砂利を敷き詰めるため、土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。また、雨水は自然

浸透します。水利権はありません。許可基準は、第 2種農地の許可要件に該当します。 

 

議  長：それでは担当の藤原推進委員さんお願いいたします。 

 

弥生 3区推進委員：10 号線の歩道と住宅に囲まれた所で特に問題ございません。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それでは 5 条の 11 番につい

て、これより質疑等を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いいた

します。(ありません、の声あり)なしとの意見がございましたので取りまとめたいと思います。

5条の 11 番について、賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成とい

うことで承認したいと思います。続きまして 5 条の 12 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 12 について説明いたします。地図の 19 ページをご覧ください。申請地は、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。駐車場用地としての用途による申請

ですが、平成 26 年頃から譲受人が経営する法人のための駐車スペースが不足していたため、

駐車場として利用しておりました。そのため、今回譲受人からの始末書が添付されております。 

新たに工事を行うことはありませんので周囲への被害はないと思われます。高畠井堰土地改良

区から、問題ない旨の意見書が添付されております。許可基準は、運用通知第 2 の 1 の（1）

のエの（イ）、第 3 種農地の許可要件、第 3 種農地の転用は許可をすることが出来るに該当し

ます。 

 

議  長：それでは担当の山田推進委員さんお願いいたします。 

 

佐伯 4区推進委員：現状のまま使用するということなので問題ありません。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それでこれより 5 条の 12 番

について質疑、意見等を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いい

たします。(ありません、の声あり)特になしとの意見がございましたので取りまとめたいと思

います。5条の 12 番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛

成ということで承認したいと思います。続きまして 5 条の 13 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 13 について説明いたします。地図の 20 ページをご覧ください。申請地は農業公共投資



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

による申請です。一時転用です。本案件は平成 30 年 12 月 21 日付で許可が出た 5 条申請を引

き継ぐものです。当初事業計画変更を申請していましたが、申請の出し方が適当でないとの指

摘が大分県からあったため、前回の変更申請を取り下げ、改めて 5条申請を提出してもらいま

した。造成工事は既に完了しているため、周囲への被害はないと思われます。現状のまま、資

材置場として利用します。水利権はありません。許可基準は、第 2種農地の許可要件に該当し

ます。 

 

議  長：それでは担当の山田推進委員さんお願いいたします。 

 

佐伯 4区推進委員：特に問題ないと思われます。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それでは 5 条の 13 番につい

てこれより質疑、意見等を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願い

いたします。(ありません、の声あり)なしとの意見がございましたので取りまとめたいと思い

ます。5条の 13 番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成

ということで承認したいと思います。続きまして 5 条の 14 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 14 について説明いたします。地図の 21 ページをご覧ください。申請地は農業公共投資

の対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の田です。一般住宅用地としての用途

による申請です。現在の借家が手狭になったため新たに住宅を建築することになりました。申

請地では、木造平屋建て、建築面積 103.09 ㎡の住宅を建築します。盛土等の造成工事は行わ

ないため、土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。また、排水は合併浄化槽を設置しま

す。水利権はありません。許可基準は、第 2種農地の許可要件に該当します。 

 

議  長：それでは担当の清田推進委員さんお願いいたします。 

 

佐伯 2区推進委員：特に問題ないと思われます。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それではこれより 5 条の 14

番についてこれより質疑、意見等を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもっ

てお願いいたします。(ありません、の声あり)なしとの意見がございましたので取りまとめた

いと思います。5条の 14 番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）

全員賛成ということで承認したいと思います。続きまして 5 条の 15 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 15 について説明いたします。地図はそのまま 21 ページをご覧ください。申請地は農業

公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の田です。一般住宅用地とし

ての用途による申請です。現在の借家が手狭になったため、新たに住宅を建築することになり



ました。申請地では、木造平屋建て、建築面積 95.22 ㎡の住宅を建築します。盛土等の造成工

事は行わないため、土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。また、排水は合併浄化槽を

設置します。水利権はありません。許可基準は、第 2種農地の許可要件に該当します。 

 

議  長：それでは担当の清田推進委員さんお願いいたします。 

 

佐伯 2区推進委員：問題ないと思われます。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それではこれより 5 条の 15

番について質疑、意見等を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願い

いたします。(ありません、の声あり)特になしとの意見がございましたので取りまとめたいと

思います。5条の 15 番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員

賛成ということで承認したいと思います。続きまして 5 条の 16 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 16 について説明いたします。地図の 22 ページをご覧ください。申請地は都市計画区域

内、第二種住居地域の第 3種農地の田です。一般住宅用地としての用途による申請です。結婚

して家族が増えたことにより、現在の借家が手狭になったため新たに住宅を建築することにな

りました。申請地では、木造 2階建て、建築面積 57.13 ㎡の住宅を建築します。盛土等の造成

工事は行わず、現状のまま建築を行うため土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。排水

は合併浄化槽を設置します。水利権はありません。許可基準は、第 3種農地の許可要件に該当

します。 

 

議  長：それでは担当の清田推進委員さんお願いいたします。 

 

佐伯 2区推進委員：問題はありません。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それでは 5 条の 16 番につい

てこれより質疑、意見等を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願い

いたします。(ありません、の声あり)特になしとの意見がございましたので取りまとめたいと

思います。5条の 16 番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員

賛成ということで承認したいと思います。続きまして 5 条の 17 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 17 について説明する前に、今回の 5条 17 の案件の転用目的である営農型太陽光発電に

ついて少し御説明させていただきたいと思います。営農型発電というのは、農地を耕作して確

実な収穫をすることが出来ると見込まれる場合、支柱を立ててその上で太陽光発電をすること

が出来る。その柱の設置について一時転用の許可を与えるというものです。大分県でも事例が

少なく、佐伯市においても 1件だけ過去に事例がございます。今回が佐伯市において 2件目と

いうことになります。一時転用ということで農用地でありますとか、第 1種農地、通常であれ



ば太陽光としての転用が出来ない所であっても、このような営農型発電という方法であれば太

陽光パネルを設置することが出来るというものになっています。今回、資料として農林水産省

のホームページから抜粋しました営農型発電の優良事例というものを、3 枚のカラーがありま

すのでこちらも見ていただきながら、今回の申請内容と若干重なるような所があると思います

ので、そちらも参考にされながら審議していただければと思います。5条の 17 について説明い

たします。地図の 23 ページをご覧ください。申請地は農業振興地域内にある農用地の畑です。

営農型太陽光発電施設用地としての用途による申請です。現在貸人は申請地において利用権設

定を行い、ブルーベリーのポット栽培を行っております。土づくりが露地栽培より比較的容易

であるということ、ポットであれば株の移動が可能になるなどのメリットから、貸人はポット

栽培という方法を選択しました。また、農業経営の安定化を図るため太陽光パネルを設置しま

す。間隔を空けて太陽光パネルを設置し、日光を取り入れることでパネル下でもブルーベリー

を栽培することができます。また日陰が出来ることで収穫時の負担が軽減されます。申請地で

は、支柱を立てて太陽光パネルを設置します。支柱部分の面積の合計が 0.64 ㎡のため、この

数値が転用面積となります。また、太陽光パネル下の農地面積は 1,106 ㎡です。造成等の工事

は行わず太陽光パネルを設置するため土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。雨水は自

然浸透します。水利権はありません。許可基準は、運用通知第 2 の 1 の(1)のアの(イ)の c の

(a)、農用地の許可基準の例外規定、一時的な利用に供するもの、また平成 30 年 5 月 15 日付、

農林水産省農村振興局長通知、支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地

転用許可制度上の取扱いについてに該当します。 

 

議  長：それでは担当の波戸崎推進委員さんお願いいたします。 

 

佐伯 1区推進委員：女島、農振地域内の農用地なんですけれども、私個人的な意見としては、営農型太陽

光発電ということで、営農をするということが大前提で上に太陽光を置くという方向が望まし

いと思うんですけれども、圃場を見た感じも営農を主とするような方向にどうも私個人の感想

としては見受けられなく、もしこのまま太陽光を置いてしまって営農の部分がおざなりになっ

てしまうとそれを真似てまた農振地域にどんどん太陽光パネルが増えていくんじゃないのか

なというのを危惧しています。 

 

議  長：それではこれより 5 条の 17 番について質疑、意見等を求めたいと思います。どなたかござい

ましたら挙手をもってお願いいたします。はい。 

 

15 番委員：波戸崎推進委員さんと私も現地を見たんですけども、植物を育てる時に、本当に半陰、陰にな

ったソーラーパネルの下で経営的な純益を得て、そういう植物の生産が出来るのかという点に

つきましては現場でかなり論議しました。私は菊の花を作っているんですけど、ハウスに陰に

なる部分があったらその部分は絶対に一級品はできません。で、それは草でそういう現状があ

るんですけど、樹木で、多分これで半陰をうったりそうした時に本当に、それもポット栽培で、

ポット栽培の良し悪しはあまり言いたくないですけど、ポット栽培で、今度陰になるというこ

とは水もあまり自然の恵みはないですよね。そういうのをいろいろ差し引きしてると、本当に

それが営農を一緒に加味したソーラーパネルの経営なのかなと、2、3年してブルーベリーはだ



めですよ、何が残ったかとパネルだけ残ったと、そういう現状になるんではないんかなという

今の現状で見ますと、そういうちょっと厳しい見方をしているんですけど、これに、一つこれ

で、さっき波戸崎推進委員さんが言いましたけど、やはりスタートして農業がだめですと、そ

れでもってパネルだけ残ったとなると、多分あの地区はほとんどこれになってしまうような感

じがします。今までどうして、こういうことでもいいからなかったのか、営農のそういうのは

先としてなかったのかというのもちょっと矛盾したところもあるんですけど、やはり今一度皆

さんで協議してうまく考えて膨大な、一番農業に適した土地なんですよ。ただ何が悪いんかと

いうことで、そこのところも口論したんですけど、やはり水がない、それが一番どうもネック

のようにあるんですけど、まあそれはさておいて、やっぱりソーラーパネルと一緒にやってい

く営農は本当にそれでいいのかというのは皆さんの英知を借りていい方向にこれは方向づけ

ていかなければ取り返しのつかないことになるのではないかなと思います。 

 

6 番委員：賛成です。 

 

議  長：他にございませんか。はい、どうぞ。 

 

14 番委員：さっき事務局の方がこれで 2件目だというふうな答えだったですけども、1件目はどういうふ

うな状態になっているんですか。 

 

事 務 局：場所が弥生の門田になります。10 号線で番匠川を渡って右手側に発芽ニンニクを栽培している

施設がありまして、そちらが佐伯市で初めての営農型発電の施設になっています。 初は平成

26 年に許可が出て 29 年に更新という形で 2回目の許可が出ております。 

 

14 番委員：中の作物が順調に育っているんですか。 

 

事 務 局：営農型発電で許可が 1度出ますと毎年収穫の報告を出してもらうようになっています。収量も

前年度から 2割削減した場合もしくは届出が出なかった場合は、即太陽光パネルを撤去しなけ

ればならないというような取り決めになっております。ここに関しては毎年報告も出ておりま

して、収量も確保されているというような状況です。 

 

14 番委員：ありがとうございます。 

 

議  長：他にございませんか。はい、どうぞ。 

 

15 番委員：事務局にお尋ねしますけど、一応太陽光発電の発電量 53,000kW ですね、この中にブルーベリ

ーの年間の営業単価は大体どのくらい上がるのか、それで利潤はどのくらい残るのか、そうい

う数値まで落としてこれは出された方がいいんじゃないかと思いますけど、そこのところはど

うでしょうか。 

 

議  長：事務局。 



 

事 務 局：お答えします。若干事務局の説明の中で、御質問を含めて説明をさせてください。先程弥生地

域のこういったタイプの所では、収量が達しなかった場合については即座にという話をしてま

す。ここの施設についても同じく、大体基本的に果樹でありますので成木期間が幾分掛かるか

と思います。ですから何年で成木になって何年から本格的な収穫が始まって、その時に収量は

幾らになりますよねと。経営計画を書いてもらってその反収については、ソーラーの下で育つ

というのが基準ではございません。一般的な、今回であればブルーベリーの収穫反収を 8割ま

で下回った場合については、そこではこの施設は撤去ですよというところが国の決まりという

か国の約束事の中で決まっております。よく私たちが一番恐れるのは、そこが一体幾らだった

のかというところがあやふやになるというのが、よくあるパターンだと思います。そこについ

ては事業計画の中で書いていただいております。更に言ったら、収穫を早くするためには果樹

の場合、御存じの方がいると思うんですけど、通常であればイチゴ、ニラとか 1年生ですよね、

こういったものについては、ここの場合 8年生を 初に植えて、その後 5年間ぐらいでこのス

ペースを埋めていくという形で、8年生で 初に植えて、後から 3年生、3年生、3年生という

苗を植えて合計 750 本植えていく、その時に全部の木が成木になっていった時に、今から約 4

年、5年後ぐらいのところにマックスの、それからしばらく木が衰えん限り、向こう 20 年間ぐ

らいの収量が出ていくというような数字を見ました。これについて南部振興局のブルーベリー

担当者、ただし佐伯の中では産地があまりございませんので県内であれば玖珠であるとか九重

であるとか、そういった所の単価を目安に、もう一つは品種というのが違います。ですから、

それも加味した時にその収量がそんなにおかしくない収量であるというところをまず抑えて、

これが 8割になった時にはと確認しました。もう一つは、なんぼ採れたというのは、逆に言い

値と言ったらおかしいですけど、その反収で 200 ㎏採れましたという時に、その裏はどうやっ

て確認をするかと次の懸念でありました。そうなった時に、なかなかそこは皆さんが申告する

中で収量がなんぼだったかっていう青色申告の時でも難しいですけど、通常であれば当然出荷

証明であるとか系統でなくても出荷をいったい何処にして単価が幾らでこんだけの収量が上

がってきたかというところの裏までを出してもらわんと、この申請については、やっぱり疑義

が生じてはいけないから、そこまで約束事としてやらんといかんですねという確認はさせても

らっています。そもそもお手元にホームページの紙があるかと思うんですけども国が優良事例

と示している中で、いろんなイメージがあると思うんですけど、国は優良事例と挙げている所

にまずは果樹の栽培ありきなんですよ。ソーラーありきではないんですよ。その中で、こうい

ったタイプの作付けをする作物というのは、全国で一種類だけというのはめちゃくちゃいっぱ

いあるんですけど、でもそれが時代がどんどん淘汰される中で 5品種ぐらいが集まってきてい

る。ブルーベリーであるとかイチジクであるとかシキミであるとか、そういったそういう遮光

性をもったのに適したものでしかやっぱりなかなかできないねということが結果として出て

きてるかと思います。併せて農業をまずはブルーベリーの栽培と、それを遮光性をもつのに適

したような作物で、全部が覆っているわけではなくて光は取り込む中で、例えばブルーベリー

である場合についてはもぎ取り農園で開放するとかそういった形で収入を確保していくとこ

ろに条件が合うような所を推奨する、ですから今のところ、上のソーラーというのはあくまで

も農業の補完というような形で、そいつがなんぼあるから下のものが成り立つというような話

はそもそも考えていません。同じだけ採ってもらわんといけんというのが元々の議論でありま



す。ですから、そもそも佐伯市の中において 1反のブルーベリーがそもそも成り立つかどうか

というところが一番肝なところでありまして、売電が例えば収入があまり多くないとかいうよ

うなところはとりあえずうちとしては認識しておりません。ただ形としては農作物であります

ので、台風がくるとか何がくるとかによって収量が減った時に売電というものがプラスに働く

部分が通常であれば考えられると思った時には、それが農業を補完していくような位置づけに

なればというような捉え方をしています。勿論、これは新規に申し込んだ分ではなくて、以前

からこの所でソーラーをやりたいというか、農業の併用型でやりたいという申し込みを平成 14

年ぐらい、その頃に申請をしている案件でありますので単価についてもその当時の単価という

ことになっております。御質問のお答えとはちょっとずれているかとは思うんですけど、今

我々が把握している現状については以上のような状態です。 

 

議  長：はい。 

 

7 番委員：さっき国の取り決めで撤去できるという話なんですが、じゃあ何処が撤去命令をするんですか。

管轄として強制力があるんですか。 

 

議  長：事務局。 

 

事 務 局：許可権者は大分県になりますので、撤去の権限も大分県にあります。うちの方から県の方に報

告を出せば県の方から申請者に対して撤去命令という形で出ることになろうかと思います。 

 

7 番委員：何千万円もかけて下の作目が 2、3年でうまくいかなかった、じゃあ撤去しなさいと簡単にその

太陽光を外します。 

 

議  長：事務局。 

 

事 務 局：逆にそのとおりだと思うんですよ。だからこの収量という捉え方というところが一番肝心なと

ころになると思うんですよ。それを蔑ろにして、このくらいかというのが、自分方が採れるの

はこれくらい、それじゃ基準じゃないですよね。周囲の平均の収量を確保する、それが出来ん

かったら取り外しになりますよというところを確保してもらったうえでの申請というのが、こ

の申請の一番の肝心な部分だと理解してます。 

 

議  長：はい。 

 

17 番委員：これ、早く言ったら太陽光ありきから始まるんだろうと思うんですが、全部たら話で、これだ

け採れるとか、何年後に採れる、遮光でもいいとか、遮光でよければ寒冷紗でも掛けてある程

度肥ってそこから採れる量と単価、これを確保してからでも私は遅くないと思う。そうせんと、

さっき言った意見がみんな総論の方に私はなるんじゃないかなと思うんで、その辺のなんぼ採

れるか大分県にはない、全国的にもそれでやっている人はいないとか、太陽光でこれを作って

いる人がいる。それならそれを皆に資料を提供して、全部売れた時に幾らになるとか、ここで



そんなのをちゃんとしとかんと、もう一回したら太陽光の買い上げは今からないから爆発的に

全部あそこに広まるということはないと思うんですが、ちょっと問題かなと、その辺のだけは、

出来てからの収量がなんぼあるかとかいうことから始めてせんと、全部たら話みたいな感じに

私は聞こえるので、皆さんもそういう心配もあるんじゃないかなと思うのでちょっと言わせて

いただきました。 

 

議  長：はい。 

 

15 番委員：事務局にもう一回確認なんですけど、ブルーベリーの生産者は今現状ここの中で作っている人

が入るんですよね。ちょっとお答えください。 

 

事 務 局：結局ソーラーを置く所は、系列なんですけども法人格としたら別です。作っている法人格とソ

ーラーを置く人は別人格で、今回使用貸借の契約が今回の許可の案件に上がっている関係です。 

 

15 番委員：私が言っているのは、ブルーベリーを作っている人が、そこでまたブルーベリーを作るわけで

しょ。 

 

事 務 局：下はブルーベリーを作る人がいます。 

 

15 番委員：現状を皆さんに見てもらうと分かるんですけど、今ポット栽培でここで作ってます。もう半死

半生の状態のブルーベリーです。それで、そういう条件の悪い所に持って行って余計に生産が

出来ると思いますか。私はそれだけは、その現場で、この現状の今の太陽のサンサンとした所

で自然の夜露、朝露、雨も降る所で、本当にのびのびした良いブルーベリーが出来ているなら

ば、それもあろうかなと思ったんですけど、今の状態でこういう状態だったら、半陰に持って

行ってそんな素晴らしいブルーベリーが、経営に伴うような物が生産できるとは思わないんで

すけども、そこのところどう思うか事務局にお尋ねしたいんですけど。 

 

事 務 局：私も見に行きました。昨年の収穫もちょっと見させてもらいました。品種自体については 500

円玉ぐらいの物を作るという品種で、全国のコンサルさんの中で指導受けながら栽培している

ような次第であります。ただし、委員さんが見られた時に、成長状態があまり良くないよとい

う形であります。そもそも太陽の光に当たらんで物って出来るんだろうかというところが一番

大きな争点だと思っているんです。ただ、そこについては、我々が判断するというよりも、こ

れは栽培のプロというかそういう人たちが判断をすることであってソーラーが上に付いてい

るから絶対だめだとかいう話とは別次元の話なのかなと思っているんです。ただ、委員さんの

御心配で、やっぱり作物というのは光合成をする中で陰がうっとったら良くないよなという考

え方は十分わかるんですけども、先程の農林水産省が示した資料があるかと思います。その中

で実際に設置されているソーラーの状態の写真も付いているかと思うんです、左端の方に、そ

うした時にやっぱり千鳥で設置しているとか、段を付けているとか、そういったような感じな

んです。私も一番 初に聞いた時に、シイタケとかモヤシとかそういった物じゃないんだから

とすごく思ってたんですけども、光は入っている中で遮光も取り入れながら光も入っていくと



いうような形で推進をしている、それを国もモデルとしてやっているというような形になって

いるかと思ってますので、そこの作物自体が元気がないというのがどこまで元気がないのかと

いう所は、非常に事務局だけで判断するのは非常に難しいような状態でありましたので、南部

の普及員の人にも相談させて見てもらったようなのが今のところの結果であります。 

 

議  長：よろしいですか。今のこの写真を見ていただければ女島地区も結構荒れているのは荒れていま

す。こういうのが解消になればというふうにも一つは思います。この前、県との話し合いの中

で、ブルーベリーは国が奨励品目として上げているんです。ある程度の遮光は全然問題ないで

すよと。それで、あとちょっと気になったのが、全然申請書に関しては何ら落ち度はありませ

ん。一つ気になったのは、営農計画なんです。営農計画が、1年株、2年株、3年株、4年株と

5 年生以上が成木となる中で、今 1 年生を買いますね、2 年生を買いますね、実が実ってくる

のは違いますね、時期が違ってきますね、量もね、県の方は今 3 年生をとにかく。今 50 鉢ぐ

らい持っています。あと、入れてくるのが 3 年生を入れてくる中で、4 年後実ものですから、

その太陽光の下に 3年生を持ってきた時に、あと 2年は収量は上がってきませんね。これは実

ものだからしょうがない。ただし、営農計画 4年から 5年にかけて収量が 8割を満たなかった

場合撤去するしかない。県の方も言います。口も濁さずその言葉が出てきます。この旨を本人

達にも伝えてます。だから、うちとしては今のところ許可するしかないかなというふうに思っ

ています。ただし、5 年間は見守っていかなければならないということです。さっき弥生の話

もしましたけれども、要件の中に 8割の収量を満たなかったら、全国平均ですよ、平均で 8割

満たない場合は撤去しなさいとちゃんと謳われてますし、我々がそれをちゃんと県の方に申請

すればそういう状態にはなる。今ですね、約 1反ちょっとだったですね太陽光は。その中で全

国のブルーベリーの今 1反当たりなんぼ植えたらいいか、これはちょっとポットと露地植えは

違うんですけども、約 120、女島の場合。さっき 50 ぐらいしかない、太陽光をする前に 120

は絶対用意しときなさいね、それも言いました。それもＯＫしました。絶対に用意しますと。

全部、県との話し合い、それから個人との話し合いも終わった中で、今営農計画もここにあり

ます。全然問題ない状態で上がってきたなというふうには思っています。あとは、太陽光を作

るから営農じゃなくて、営農をやりながら太陽光でも稼ぐというふうに見てもらえないですか。

私の方からは以上です。 

 

6 番委員：ブルーベリーの栽培は、今年からですか。今やっている。何処かに売ったとか、経過はあるん

ですか。 

 

事 務 局：さっきからお話があるようにポットなんですよね。8年生と 3 年生ぐらいが昨年その場所に入

ってきたような状態で、だから定植というような感覚とちょっと違いますよね、他所で苗木を

作って頼んでいて、その大きな 8年生をポットに入れてそこに移したというようなやつがある

意味定植といえば定植かもしれませんけど、それが昨年の 5月か、これ利用権設定しているの

を、昨年利用権設定しているんですよ、この土地は。それの後で実際に収穫、実がなっている

状態はあってます。実際出荷はどうかと言ったら、まだ初めてだから近所の人達とかシェフの

人達とかそういった所に試食をしてもらったりしたという話は聞いています。 

 



6 番委員：それじゃあ営農出来てないですよね。売り上げがないと百姓じゃないような気がします。ブル

ーベリーを作る方と太陽光を設置する方の責任者が違うのであれば問題が起こった時にもっ

と煮詰めとかんと困るんじゃないかなというのがあります。それとブルーベリーの売り先も確

実にここに売る、ここに売っていくら上げるというのが営農の中になければ、私は許可できな

いような気がします。 

 

事 務 局：昨年認定農業者の申請があったんです。私、昨年農林課にいたので。新規就農者の方が入る時

に当然売り先は何処なの、単価なんぼなの、収量はなんぼなのと当然ですよね。そこについて

は、ここは確固たる所を一応用意はしてます。というのがですね、今ポット育苗というか、ポ

ット栽培というやつが、ある意味、皆さんプロだから御存じだと思うんですが、そういうのが

一つのトレンドがあって、土づくり何とかというのが、非常に専門的な知識のある中で大きな

ポットの中に育成したら効率的であるとか、経験が若干という時にも対応できる意味で結構多

くなっているんですけど、それを指導するコンサルさんがいるんですよ、広く広めている。そ

ういった所が出荷も含めて、ただ地元優先で地元で販売できる部分はそうだけど、そうじゃな

い所については、そこを通しての販売ルートを確保しているということは一応先般確認をさせ

てもらっています。 

 

議  長：ちなみに、昨年が 225,000 円。今年の目標が 450,000 円上げることになっています。ただ、ま

だ成木ではないですから、実なりも 100 じゃないですから、それぐらい上がってきている。４

年と 5年にかけて 100 に成木になるような状態を計算しています。 

 

7 番委員：会長が営農があって太陽光で少しという話があったんですけども、ブルーベリーで営農、生活

をやっていくんだったら、ブルーベリーで生活がなるごとなって、それから太陽光を付けても

いいんじゃないですか。今の状況じゃあ太陽光ありきで、やっぱり営農が下に、どうしても状

況的にはそうなるんじゃないかと思います。農用地で太陽光を 3 年、5 年かけて営農をやって

いってそれまでに太陽光をかけているということは、ちょっと私は腑に落ちない点があるんで

すけども。 

 

議  長：女島地区の農用地という高収益を上げる農地であれば全然問題ないんですけども、今耕作者が

いなくて耕作放棄地状態の所を利用しながらやっていこうとしているわけですよ。ただ、我々

は、そこを営農型の条件の中に申請が上がってきた中にブルーベリーを基盤として収量も確立

された中で、太陽光というのはそれは先に両方上がってくれば、そこを反対することは出来な

いと思います。それだけの権限はないと思いますよ。そこで営農型太陽光というのを上げてく

ればね。 

 

議  長：はい。 

 

17 番委員：私がそれをするのなら、早く金が入るようになってほしいから、一遍にそれだけの面積を満た

すだけの苗を用意して作ると思います。それと、この間テレビを見ていたら、太陽光の売電は

国は買い上げないというような、今あるのは、作っているのは権利がある人が作るということ



で、その分が出来ているはずです。これが、ずっと買い上げるのなら、良いモデルケースとし

て広めていけるような気もするんですけど、そこ辺がどうなっているのか、それと農業用です

るのなら買い上げをしてくれるのかという部分がはっきりすければ、それはいいと思うんです

けど。事務局どういうことですか。 

 

事 務 局：買い上げ期間については、元々取り決めがありますよね、それを覆して農業だから永久ですよ

とか、そんな決まりはありません。国は、マスコミで報道があっているように、新しい分は大

手の九電とかは買い上げしませんという話ですよね。ですから、今作られている方についても

10 年契約の 20 年とありますけど、その方についても 20 年経ったら同じような状態に陥るのか

なと思っています。 

 

議  長：いいですか。 

 

佐伯 1区推進委員：女島は塩月委員が言ったみたいに水がないんです。荒れ地というか耕作しにくい農地

が多いのも事実です。太陽光発電をしながら、営農主体ですけど、もし可能であれば、すごく

女島の農地を有効活用できる事案にはなると思うんですけども、やっぱり 4 年、5 年経過を見

なきゃいけないという中で、そこに太陽光が出来た時に類似事案がどんどん結果が出てないの

に出てくるというのが、ちょっと僕は怖いんです。その辺は、どういうセーフティーラインを

持っているのかというのが気にはなります。 

 

事 務 局：事務局の方から、我々の考えているところを御説明します。波戸崎推進委員の御指摘のとおり、

そういう事例はかなり多いというふうに聞いています。農林水産省のホームページに載ってい

る所は、元々ブルーベリーを 10 年間ぐらい路地で作られている所が、それが震災があって再

生エネルギーの活用という高度な思いと、それを農業を支えるという高度な思いで取組が始ま

ったというふうに聞きました。電話しました。ただ、そんな中で私が電話したその町の農業委

員会に電話したんですけど、それを見た第三者がやっぱり1種農地の所に限界がありますよね、

2 種農地の所でやっているんですけど、どうしてもそこは 1 種で 2 種でいってるんですけど、

そこだけはという所はそういったのを見た中で乗っかってくるというか否めない状態はある。

ただし、やっぱりそこについては、うちと同じなんですけど、きちんとした栽培手法とスタッ

フと経営計画とそれに伴うような人材の確保というところを裏を取っていくしかないなと。も

う一つ私たちが思っているのは、波戸崎推進委員が言ったように、私たちの中で新しい作物を

耕作放棄地がこれだけ叫ばれる中で、新しい作物はいったい何だろうという模索がずっと続い

ています。皆さんも同じだと思っています。そんな中で、ソーラー優先ではなくて農業優先の

中でソーラーが活用できるというんであれば、もしかしたらというような気持ちもあります。

ただ、そのためには失敗してもらったら困るんですよね。そのためには、やっぱりこれは農業

委員会だけの問題ではなくて、県、市農林課、農業委員会というところで絶大なる指導をして

いかんといけんと思うんですよ。目を離されんような圃場の一つになるかと思っていますので、

そこについては、厳しくも暖かくも技術屋さんと共に栽培指導を重ねていくというような思い

を持っております。 

 



議  長：はい、どうぞ。 

 

6 番委員：新規就農の方が、ブルーベリーのポット栽培に取り組んでいるというのは分かったんですけど、

1年目 20 何万、2年目に 45 万で、新規就農の補助金。 

 

事 務 局：申請書を見たら分かると思うんですけど、新規就農者というか、広い意味では農業を初めてや

ったというような意味合いで、いわゆる黒岩委員さんが言いよるのは、他所から 150 万のよう

な人のことをおっしゃっているんですか。新規就農者は。 

 

6 番委員：もらっているのかなと。 

 

事 務 局：そんな人じゃなくて、ここに書いているのが、お名前が書いているとおり、2 人連名で申請が

上がっていると思うんです。上のソーラーを運営する所は、農業という名前があまりついてな

い所で、元々作っている所は、農を中心にやっている所です。それが 2つの、更に地権者とい

う人が別にいらっしゃる。でも今回は、営農の、農業をしている所の上にそれを置くというこ

とだから、借りている農地じゃないですか、その人がソーラーを設置する人と使用貸借を結ぶ

というような案件になっています。 

 

6 番委員：譲渡人さんのそういう経験というか経営するという経験があるのであれば、1 年目に 20 何万、

2年目に 40 何万というので経験が成り立っているんですかね。営農ということに関しては私は

疑問です。 

 

事 務 局：今の所、皆さんの手元にないかもしれませんが、1 年目が売上総利益というのが、初年度が物

を持って来ただけで、すぐ生るような状態で持って来たから殆ど経費が苗木の購入ぐらいなん

ですよね。それから後段々増やしていきますので経費が増えていって、2 年目がマイナス 70

万、3年目がマイナス 50 万、4年目になって初めて全部成木になって販売が収量も増えてくる

から 180 万ぐらいの黒、それからその次からは成木期間が続きますので 416 万ぐらいの、残り

400 万という形で、これがないと認定農業者 400 万ですので認定が出来ませんので、そういっ

た計画書は一応いただいております。 

 

7 番委員：営農する経営者と太陽光パネルを設置する経営者は別個なんですよね。下の営農が上手くいか

なくて、太陽光パネルを撤去しなさいとなった時には損害賠償問題が本来起きるんじゃないで

すか。そういうところまでの、ＡさんとＢさん、上と下の経営者が違うんですから、下が上手

くいかなかったら上を撤去しなさいとなったら上の人がたぶん損害賠償請求できるんじゃな

いですか。そういう所のいろいろ問題があるんで私はもうちょっとこれ勉強した方がいいのか

なと思っています。 

 

事 務 局：実際の所を言ったら出資関係をお互いにあるような所なんですけど、今の御質問はお互いの中

で訴訟関係があった時に、それはお互いがお互いに訴訟関係をすることであって、それを、今

の御質問は農業委員会に訴訟があるかという御質問ですか。 



 

7 番委員：そういうトラブルが発生するんじゃないかなと。 

 

議  長：はい。 

 

14 番委員：どうも皆さんの意見を聞いていると、どうも営農型じゃなくて太陽光優先のようにある。それ

でから事務局にお聞きしたいんですけども書類には不備がないということになれば認めなけ

ればいけないものなんですか。 

 

事 務 局：認めなければいけないというものではなくてですね、今の計画の中を見た中で、今これをこう

いう形でやってみたい、そういうことを進めていきたいんだけど、これはどうでしょうかねと

いうことを出してきた。それを見てうちも見る中に太陽光は基本ありきでなく、そこの営農し

た時にどうなるかと、それの仕方とポットでやった時の水はどうするのかと言った時に液肥の

ような形のあれをポットで出してそこでそういう形で使うからいく、株がもし悪くなれば株を

また用意はできるということなので、ある程度の木が根付いたら悪くなったということではな

く、そのまま代えれるという所はポットのメリットの所でもある。そのコンサル会社もそうい

う形でやったら良いんではないかというアドバイスをもらった中で本人も進めているという

所で、それをやれるんではないかという所の判断をある程度うちの方も見通しを取って、こう

いう形で皆さんに説明しているところです。 

 

17 番委員：先程も言ったように、太陽光をずっと買い上げてするんなら、これはいいモデルであそこをず

っとしていけば農地も荒れんでいいし、植えて金にならんかったら、それも補助的な金になっ

ていくと思うんですが、これがずっと買い上げんとなったらブルーベリーするんならブルーベ

リーだけしか出来んというようになっていくでしょ。ブルーベリーを作るやり方で指導してい

くとかそれでいけばいいし、今言うセットでというから私はセットならずっと買い上げなけれ

ばセットになっていかんと思います。次の第 2弾の誰かが真似してする時に。この人たちは権

利があって出来るからやるんであって次からの権利のない人はブルーベリーだけしか出来な

いんですよ、この場所では。と言っても考えとかんと、ずっと買い上げが進むんなら私も賛成

です。いい見本になっていいと思いますから、ということです。 

 

事 務 局：今の話で売電が国が九電が買い取らんなったということがすごく今御意見の中でウエイトを占

めているなと思っています。ただ、本当の所を私たちその部分については非常に勉強不足な点

があって、今から先新規のソーラーは全く出来なくなるんかという所の答えもちょっと私の中

では、今もよくわからない所であります。今から先新たな、これまで契約していた所以外は、

全くソーラーって、日本の中とか大分県の中とか佐伯の中で、新電電の需要の中で発生してい

かんのかという所については、ちょっと持っている答えがありませんので、それがないとかあ

るとかいう答えが見つかりません。申し訳ありませんけど。 

 

議  長：井上さん、これ 1kW の売電価格は入っているんですか。 

 



事 務 局：（議長に資料を提示） 

 

議  長：わかりました。たぶんこの状態で、ずっと皆様の意見を聞いても 5 条の 17 番については平行

線を辿るような状態だと思います。今1kWの売電価格も書いてない、書いているなぁ1kW36円。

これは相当前の株を持っとるわ。はい、どうぞ。 

 

10 番委員：さっき事務局の説明を伺って、 初からずっと私も疑問はあったんですけど、会長からの質問

も聞いて、私も一応農業をやっているので、一農業経営者として、事業者としては確かにハテ

ナマークがつく所もあるのはあります。でも、ずっと話を伺っていて農業委員会として許可し

ない理由は私はないと思います。 

   

議  長：それでは賛否をここぐらいで問おうかなというふうに思いますが、いいですか。それでは、5

条の 17 番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手数名）反対される方の

挙手を求めたいと思います。（挙手数名）どうしましょう、保留にしましょうか。 

 

6 番委員：2 年目のブルーベリーが、もっと元気で、元気な木が 3 分の 2 ぐらいあればいいかなとも思う

んですけど、もうちょっと営農の方に力を入れんことには賛成できません。同じ百姓として。 

 

議  長：この彼の状態もある、家計の状態もあるかと思いますけども、徐々には増えて、確実に増える

ようなシミュレーションは組んでいるんですけども、今みたいな反対者が多い状態ですので、

ちょっと 1か月間保留にさしたいなというふうに思います。事務局いいですか。 

 

事 務 局：はい。 

 

議  長：それでは、3条の 3 件については、佐伯市農業委員会として許可したいと思います。農地法の

4条 5件、それから農地法 5条の 16 件については多数の意見を付して知事に進達したいと思い

ます。5条の 17 番については保留ということでお願いいたします。ここで 10 分休憩します。 

 

（休憩） 

 

議  長：再開したいと思います。それでは、その他の議案に入りたいと思います。農用地利用集積計画

（案）について農林課より説明をお願いいたします。 

 

農 林 課：農林課の泉です。よろしくお願いします。前回の定例会でお願いしておりました利用権の新規

掘り起こしと再設定について取りまとめいただいたものを農用地利用集積計画（案）として作

成いたしましたので審議をお願いいたします。今月の農業経営基盤強化促進法第 18 条第 1 項

の規定による案件は 20 件となっています。御手元の農用地利用集積計画（案）を御確認くだ

さい。表紙裏の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年が

4筆で 2,295 ㎡、契約期間 6年が 2筆で 2,856 ㎡、契約期間 10 年が 14 筆で 20,979 ㎡、これら

を合計すると 20 筆で 26,130 ㎡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



以降に掲載しておりますので御確認をお願いいたします。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：ただいま農林課より農用地利用集積計画（案）について説明がございました。どなたか質疑等

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。(はい、の声あり)それでは

農用地利用集積計画（案）について取りまとめたいと思います。賛成される方の挙手を求めた

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

設定の推進についてお願いいたします。 

 

農 林 課：次に利用権設定の推進についてです。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、相談等を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 7 月 16 日

火曜日といたします。書類の提出については農林課又は各振興局へお願いいたします。 

 

議  長：続きまして農用地利用配分計画（案）について農林課よりお願いいたします。 

 

農 林 課：農林課の首藤です。お配りしております農用地利用配分計画（案）に沿って説明させていただ

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、令和元年

9月 1日開始分です。契約期間 10 年の田、14 筆、面積が 20,979 ㎡、以上でございます。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を終わります。御審議の程

よろしくお願いいたします。 

 

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

ございましたら挙手をもってお願いします。はい、どうぞ。 

 

12 番委員：ちょっと質問します。先程の件でもあったんだけど、農用地利用集積計画（案）の中に、いつ

の書類かというのが全然日にちがないんだけどこんなものかな。右の上に決定年月日とか書く

ようになっているんだけど。配分計画の方は 7月 2日ということで入ってます。ここに日にち

が。だけど、集積計画（案）の方には日にちが入ってないんだけど、いつの書類かというのは

やっぱり必要じゃないかなと思ったんだけど、こういうもんですか。 

 

農 林 課：恐れ入ります。この農業委員会で審議を受けまして公告をいたします。ですので農業委員会決

定年月日ということですので、ここで審議をしていただいて日付を入れて公告をしている次第

ですので、これまで日付の入らない状態で提案させていただいております。 

 

議  長：よろしいですか。他にございませんか。なかったら農用地利用配分計画（案）について賛成さ



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

す。続きまして、佐伯市農業振興地域整備計画の変更に係る意見書の提出についてということ

で事務局 1番より説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：農振地域整備計画の変更に係る意見書の提出についてということで、農用地区域の変更申請留

意事項と書いた 1枚の紙があると思いますので、そちらをご覧ください。農地の区分の転用の

時に出てくる第 1 種農地、2 種農地、3 種農地の中に農振農用地というものがございまして、

こちらは佐伯市の農林課がこの農地は優良な農地なので農業を振興するための土地というこ

とで 1筆ごとに認定を設定を行っているもの、それに関して農用地というものになっているん

ですけども、こちらの農用地は、転用することが出来ません。ただ、その農用地というのは除

外の申請をして除外が認められれば農用地から外れることが出来ます。この流れというのが 1

枚の紙の下の図の所になるんですけども、申請者が佐伯市農林課の方に農振除外の申請を出し

まして、そこから佐伯市農業振興地域整備促進協議会という会議が年に 3回開かれます。その

中で、様々な要件を満たしていれば除外が適当であろうということで、それを県の方に提出す

るんですけども、その中の 1つとして農業委員会の意見というものがあります。農業委員会と

しては転用の見込みがあるかどうかという所を意見として述べるようになっております。申請

地の地番、面積、申請者、利用目的等は、お配りしてある佐伯市農業振興地域整備計画の変更

に係る意見書の提出についてをご覧ください。1 番から順番に説明させていただきます。めく

っていただきまして、お配りしている地図の 1ページをご覧ください。申請地では家庭菜園を

していましたが、高齢のために耕作に支障もあり、畑としての利用、管理を今後していくこと

が難しい状態となりました。今後は、孫の住宅用地として利用したいとのことです。申請地で

は木造平屋建て、建築面積 112.79 ㎡の住宅を建築します。盛土等の造成工事は行いません。

排水は、合併浄化槽を設置します。申請地は第 2種農地にあたり、除外がなされれば転用の許

可基準に照らして、転用の見込みがあると思われます。 

 

議  長：それでは担当の大石推進委員さんお願いいたします。 

 

弥生 1区推進委員：別に問題ないと思います。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それでは農振除外 1について

これより皆様の意見を求めたいと思います。ある方は挙手をもってお願いいたします。はい。 

 

佐伯 7区推進委員：土地改良区とかの意見書みたいなものは聞かなかったんですけどもあるんですか。 

 

事 務 局：農振除外の申請時点では、そういった意見書、添付書類等は求めてないんですけども、この後

除外がされればおそらく転用の申請の流れということにいくと思いますので、その際は意見書

等は求めるようになります。 

 

事 務 局：基本的に除外をするかしないかというのは、佐伯市農業振興地域整備計画という委員会があり

ます。それは5年に1回全体を見直すんじゃなくて、転用ありきというような案件になります。



転用ありきということは 終的に農業委員会が転用の見込みがあるかないかということを先

にちょっと教えてというのがこの意見書の趣旨であります。ですから、うちとしたらこれはい

ろんな条件があるんですけども、そもそもだめでしょという案件じゃなくて、土地改良区の意

見も 4 条になれば当然出てきましょう、5 条になれば出てきましょう、ただ、そもそもの案件

としてこれは土俵に乗らんよというような所を含めて意見を答えるような形になってますの

で先程井上が言ったように農業振興計画の除外の申請の時に、例えばうちの家を作るとなった

ら、家の平面図だけじゃなくて見積とか残高とか取っていくんですけど、そこは農業振興地域

整備計画、農林課の必要書類としてはそこまで求めてないのが実情であります。ですから、う

ちも今回についてはそこまで求めずに、実際に農業委員会が許可する時には 4条 5条になりま

す。そこでは求めるような形をとってますので、その案件については、私も帰って、こういう

意見があったと申し添えます。農林課の方にですね。 

 

議  長：他にございませんか。はい、どうぞ。 

 

10 番委員：確認なんですけども、転用の見込みがあるかどうかを審議するというのは具体的にどういうこ

となんですか。私たちは何を基準に判断すればいいのか具体的に教えてもらいたいんですけど。 

 

議  長：事務局いいですか。 

 

事 務 局：まずその農地が転用が不可な農地か第 1種農地であるとか、第 1種の例外規定も適用ができな

いような、そういう農地であるかどうか。第 1種農地であれば転用は不可な所ですから、そう

いった所でなければ、転用の見込みはあるかなという所をまず 1つ。農振除外の申請の時には

計画図面等は出してもらうようにはなるんですけども、施工の仕方が周囲の農地に影響を与え

ないようなものかどうか。なので、判断としては通常の 4条 5条の転用の申請と同様のものと

捉えていただければいいのかなと思っております。 

 

議  長：いいですか。他になければ除外申請 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）全員賛成ということでこれより答申に入りたいというふうに思います。続きまし

て、2番について事務局説明をお願いします。 

 

事 務 局：案件番号 2番について説明いたします。お配りしている地図の 2ページをご覧ください。所有

者は耕作を行っておらず、他人に貸し付けておりましたが、その方も耕作をやめたため申請地

に太陽光発電を設置しようと考えました。申請地では 2筆に対して 576 枚の太陽光パネルを設

置します。盛土等の造成工事は行わず、わずかに整地した後パネルをそのまま設置するため、

土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。また、雨水は自然浸透します。申請地は第 2種

農地にあたり、除外がなされれば転用の許可基準に照らして、転用の見込みがあると思われま

す。 

 

議  長：それでは担当の大石推進委員さんお願いいたします。 

 



弥生 1区推進委員：本人も年取って農業はできんと言って人に貸しとったけど、その氏もできんというか

らしようがないんじゃないかなと思います。 

 

議  長：担当推進委員さんからは特に問題なしとの意見がございましたが、これより2番について質疑、

意見等を求めたいと思います。どうぞ。 

 

6 番委員：それこそ農地中間管理機構とかは経由してないんですか。農地中間管理機構とかには関係して

ない。 

 

議  長：ちょっと詳しく教えてやってもらえますか。 

 

事 務 局：この土地が農地中間管理機構に関与してないかということは、農地中間管理機構というのを普

通考えたら地主さんがいて誰かに中継ぎするとかいう時に機構が中に入って貸すというよう

な案件ですよね、ちょっと先の話で、4 条とかになった時には、他の権利設定があるかないか

ということが大事ですよね、私が借りている農地をいつの間にか転用で宅地になったとかいう

ことはあってはならん事だから、そこは確認をさせてもらうのが常であります。この案件につ

いては、基本的には農地中間管理機構の権利設定とかは行ってないような状態であります。あ

くまでこれ転用したい、結局農振農用地という農地区分というのがあるんです。それが一回は

げたら、いろんな農地があって初めてその段階で農振農用地区域がはげたら 1 種になったり 2

種になったり 3 種になったり振り分けられる訳なんです。一番の問題は 1 種。1 種は難しいじ

ゃないですか。その時に 1種でどうやってこうやっていくか、住宅接続とかそういったものが

あるかないかみたいな感じで、それが見込めるなとかいうのを農林課は聞きたいような状態で

中間管理機構については基本的に利用権設定は特にこの案件についてはありません。 

 

議  長：いいですか。 

 

6 番委員：他に作りたいとかいう人もなし。 

 

事 務 局：この土地を作りたいかというような意思確認ですか。 

 

6 番委員：そこまで辿り着かんかったということやろ。 

 

事 務 局：逆に言ったら今まで我々が審議する 4条があるじゃないですか、その時にその人達にちょっと

待ってくれ、家作る前に誰か借りたい人があんた方の周りにおらんですかというような取り扱

いをするんかというような所は皆さんでお話を。 

 

議  長：他にございませんか。なければ取りまとめたいと思います。除外申請 2について賛成される方

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

きまして、除外申請 3について事務局説明をお願いいたします。 

 



事 務 局：案件番号 3について説明いたします。お配りしている地図の 3ページをご覧ください。先程の

案件番号 2と申請者、所有者は同様です。目的も今回太陽光発電を設置しようと考え、農振除

外の申請を出しました。申請地では 288 枚の太陽光パネルを設置します。盛土等の造成工事は

行わず、わずかに整地をした後パネルを設置するため、土砂の流出、崩壊の恐れはないと思わ

れます。また、雨水は自然浸透します。申請地は第 2種農地にあたり、除外がなされれば転用

の許可基準に照らして、転用の見込みがあると思われます。 

 

議  長：それでは担当の大石推進委員さんお願いします。 

 

弥生 1区推進委員：これも前のものと持ち主が一緒で人に貸しとったのが戻ってきたが本人が作れんとい

う、借りていた氏も作れんというんで戻ってきたんで仕方がないんじゃないかなと思います。 

 

議  長：特に問題なしとの担当推進委員さんからの意見です。これより農振除外 3について質疑、意見

等を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いします。ないようです

ので、除外申請 3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、農振除外 4について事務局説明をお願いし

ます。 

 

事 務 局：案件番号 4について説明いたします。お配りしている地図の 4ページをご覧ください。当初は

耕作を予定し、3条申請にて購入しましたが、開墾途中、礫が多く含まれていることが分かり、

耕作できる状態ではなかったため、申請者が取締役を務める製材工場で出る製材副産物の再生

利用を目的としたチップ工場用地として利用する計画です。地図に写真の矢印が入ってなかっ

たですけども、こちらとこちらが、この（1）の左手の道沿いから奥に向かって撮ったもので

す。こちらが地図の（2）の辺りから道の方へ向かって撮ったものと、こちらが高速の方を向

いて撮った写真になっています。申請地は第 2種農地にあたり、除外がなされれば転用の許可

基準に照らして、転用の見込みがあると思われます。 

 

議  長：担当の大石推進委員さんお願いします。 

 

弥生 1区推進委員：問題ないと思います。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。これより農振除外 4について

質問を受けたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いします。覚えてます

か。これ以前に出ました。特にないようですので取りまとめたいと思います。賛成される方の

挙手を求めたいと思います。（挙手多数）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、農振除外 5について事務局説明をお願いします。 

 

事 務 局：案件番号 5について説明いたします。お配りしている地図の 5ページをご覧ください。申請者

が高齢であることや、家から離れていることから、耕作を行っていくことが難しい状態となっ

たため、管理可能な山林とする計画です。申請地は第 2種農地にあたり、除外がなされれば転



用の許可基準に照らして、転用の見込みがあると思われます。 

 

議  長：それでは担当の大石推進委員さんお願いします。 

 

弥生 1区推進委員：現状を見たら、山林とあまり変わらんと思います。問題ないと思います。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それでは農振除外5について、

これより意見を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いします。な

いようですので取りまとめたいと思います。農振除外 5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、上浦

地区の農振除外 6について事務局説明をお願いします。 

 

事 務 局：案件番号 6について説明いたします。お配りしている地図の 6ページをご覧ください。申請地

では申請者の先代の頃から転用許可を得ずに杉を植林しました。申請者は市外在住であり、農

地として管理が困難であることから今後も山林として利用したいとのことです。申請地は第 2

種農地にあたり、除外がなされれば転用の許可基準に照らして、転用の見込みがあると思われ

ます。 

 

議  長：それでは担当の白田推進委員さんお願いします。 

 

上浦区推進委員：申請人がずっと何十年も東京の方に行ってほとんどこっちに帰ってない。放棄地になっ

てこれは問題ないと思います。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。農振除外 6について、これよ

り意見を求めたいと思います。どなたか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。農振除外 6について取りまとめたいと思います。賛成される方の挙手を求めたい

と思います。（挙手多数）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、農振除

外 7について事務局説明をお願いします。 

 

事 務 局：案件番号 7について説明いたします。お配りしている地図の 7ページをご覧ください。申請地

は地区の災害時の避難場所の近くにあり、津波を想定しても安全であるため、災害発生時の駐

車場として利用する計画です。申請地は第 2種農地にあたり、除外がなされれば転用の許可基

準に照らして、転用の見込みがあると思われます。 

 

議  長：担当の松尾推進委員さんはお休みですので意見書を読み上げてください。 

 

事 務 局：担当の松尾推進委員から問題ない旨の意見をいただいております。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。これより農振除外 7について

意見を求めたいと思います。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



で取りまとめたいと思います。農振除外7について賛成される方の挙手を求めたいと思います。

（挙手全員）全員賛成ということで承認したいと思います。続きまして、その他の⑤非農地証

明願についてを議題といたします。それでは事務局非農地の 1から説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：農業委員会事務局の槙野と申します。よろしくお願いします。非農地証明願についてというこ

とで資料がありますけど、3 件の案件と位置図を付けていますので参考にしてください。それ

では座って説明させていただきます。まず、非農地証明願 1 番の説明をさせていただきます。

まず申請地の現地調査ですが、5月 22 日に担当区の藤原推進委員さんと事務局で実施しました。

申請地につきましては、資料に記載のとおり佐伯市弥生大字門田字柿ノ木田○○○○番○でご

ざいます。申請地は、市役所から国道 217 号線を弥生方面に進み国道 10 号線を通り番匠大橋

を渡って約 500ｍ先を右折し、切畑小学校奥の市営深田団地横が現地でございます。この申請

地は、昭和 50 年頃から耕作放棄され、以後 40 年余り一切の栽培、管理の経緯がなく現在に至

った所でございます。また、隣接地である○○○○番○、○○○○番○、この続きの土地にな

るんですけど、昨年 3月と一昨年 8月の農業委員会において既に非農地として許可した土地も

ございます。現在の状況につきましては、スクリーンに映し出しているとおりでございます。

極めて森林の状況にはないとの見方もできますが、土地は石ころが堆積して出来た状態で現状

からも今後においても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が出来ない状

況にあると考えられます。以上のことから非農地証明書発行基準要領の第 2の 4に該当する土

地と判断出来ようかと思いますので、委員の皆様には慎重審議の上、御承認をいただければと

思いますのでよろしくお願いします。 

 

議  長：それでは担当の藤原推進委員さんお願いします。 

 

弥生 3区推進委員：特に問題ありません。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。これより非農地証明願 1につ

いてどなたか意見が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。ないようで

すので取りまとめたいと思います。1について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙

手多数）賛成多数ということで許可したいと思います。続きまして、非農地証明願 2について

事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：次に非農地証明願 2番の説明をさせていただきます。申請地は佐伯市大字海崎字平田で、本申

請地の現地調査は、6月 21 日に担当区の清水推進委員さんと事務局 2名で実施しました。申請

地は、国道 217 号線を海崎方面に向かいまして海崎駅南交差点を左折し、約 500ｍ先の九州電

力海崎変電所背後地でございます。申請地は、果樹園地と山林に隣接しており、昭和 46 年 3

月に九州電力株式会社が取得した特別高圧送電線の鉄塔建設敷地で約 48 年が経過しておりま

す。今、スクリーンに当該番地の全景と周囲の状況が分かるように 2方向から撮影した画像と

鉄塔を映し出しています。鉄塔は昨年撤去されていますが、周囲は山林化している状況が確認

いただけると思います。当該地に建設された鉄塔は、ＪＲ九州日豊本線の送電線で公益性の高

い施設として農地転用許可を要しない場合の案件として処理されたものと思われます。本申請



については、当時地目変更登記をするべきであったがされておりませんでした。証明書の発行

基準要領第 2の 3、法第 4条第 1項又は第 5 条第 1 項ただし書きの規定に該当するため、農地

転用許可を受けずに転用され非農地化した土地として判断することに問題ないと考えますの

で、委員の皆さんには慎重審議の上、御承認いただきますようよろしくお願いします。 

 

議  長：それでは事務局、担当の清水推進委員さんの意見書があれば読み上げてください。 

 

事 務 局：意見書はないんですけども、現地に行って以前鉄塔が建っていた時に、本来ならその時に転用

するべき、登記替えするべきものであったんですけど、そのままになっていたということで、

現地を見る限り問題はないんではないかといいうふうには伺っております。 

 

議  長：それでは非農地証明願 2について、これより質疑を受けたいと思います。どなたかございまし

たら挙手をもってお願いします。（ありません、の声あり）ないという意見がございましたの

で取りまとめたいと思います。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）全員賛成ということで許可したいと思います。続きまして、非農地 3につ

いて事務局説明をお願いします。 

 

事 務 局：引き続きまして、非農地証明願 3の説明をさせていただきます。申請地の現地調査は、6月 21

日に担当区の池田推進委員さんと事務局 2名で実施しました。申請地は、佐伯市大字木立字須

留木の案件で、現地は木立川右岸の国道 388 号線沿いで 1番下流域に位置し、恒常的に水がつ

き湿地帯状態で約 30 年前から耕作放棄されています。次に現地の状況ですが、スクリーンに

映し出しているとおり、樹木及び葦が生い茂り、現状での耕作は厳しいと言わざるを得ません。

また、耕作放棄の要因としまして病気のためとの理由で今後も耕作する見込みもないと考えら

れます。そこで本申請地ですが、先程も言いましたとおり、森林化の状況が見られるのも事実

でございますし、また、農地への復元には多額の費用を要するものと判断できます。以上のこ

とから非農地証明書発行基準要領第 2の 4に該当する土地と判断出来るかと思います。しかし

ながら、本申請地の非農地の可否につきましては、度重なる水害との関連もあり須留木地区全

体の農地に及ぼす影響が大きいものがあると考えられます。委員の皆さんには慎重審議の上、

御判断をお願いしたいと思います。 

 

議  長：それでは担当の池田推進委員さんお願いいたします。 

 

佐伯 7区推進委員：今報告いただいたように特に問題はありません。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それでは非農地証明願 3につ

いて、これより質疑等を受けたいと思います。どなたかございませんか。ないようですので取

りまとめたいと思います。非農地証明願3について賛成される方の挙手を求めたいと思います。

（挙手多数）賛成多数ということで許可したいと思います。次は⑥の空き家バンクに登録され

た空き家に付随した農地の指定についてということを議題といたします。それでは事務局説明

をお願いいたします。 



 

事 務 局：それでは説明させていただきます。お手元の資料、空き家バンクに登録された空き家に付随し

た農地の指定についての資料をご覧ください。この空き家につきましては、平成 29 年 2 月 3

日に空き家バンクに登録していましたが、今回農地を付随するための申請でございます。農地

の面積は、4.72ａで空き家バンクに登録された空き家に付随する農地の下限面積 0.1ａ以上と

なります。今回の申請が承認されれば、この空き家を市外の方が購入し、農地の取得を希望す

れば改めて 3条の申請を行い農業委員会に諮ることになります。 

 

議  長：ただいま空き家バンクに登録された空き家に付随した農地の指定についてを事務局より説明を

受けました。これより質疑等を受けたいと思います。どなたか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。ないようですので取りまとめたいと思います。賛成される方の

挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成ということで承認したいと思います。続き

まして令和元年度農地等利用 適化推進施策に関する意見・要望等についてということで事務

局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：御手元に資料が令和元年度農地等利用 適化推進施策に関する意見・要望等についてという資

料があるかと思います。この文書が農業会議から依頼があった関係であります。農業会議が各

市町の農業委員会の所に下ろしてそれを集めて大分県農業会議が一県の意見として挙げてい

くという流れになっております。下の方に佐伯市農業委員会から意見・要望についての 4案件

についてということで、以前皆さんに前回の時に御依頼して、具体的に案をいただいたのは、

1番、2番この 2つは要望としていただいております。その次の 3番 4番というのは、4番とい

うのは以前に建議書とか、そういった関係で農業委員会から出ている要望がありましたので、

事務局の方で鳥獣害についても触れた方がいいのかなということで、私の方で挙げさせてもら

っています。更に 3 番の河川の河床掘削の事業実施についてということで、一昨年の台風 18

号で非常な水が出た所で対策としてはなかなか難しいんでありましょうけども、国、県、市の

河川管理については十分予算も掛かるものであります。人命が第一という話もよく聞くんです

けども、かと言ってやっぱり農業、農業施設の氏を守るためにも河床掘削というも適時適時や

ってもらいたいということで、この要望についても事務局サイドで挙げさせてもらっておりま

す。詳細については以下のページの所に資料がついております。時間が時間でありますので主

な内容について提案させていただきます。 

 

議  長：全ての議案が終了いたしました。なんでも結構でございますが、どなたか質問等ございました

ら。はい、どうぞ。 

 

佐伯 7区推進委員：除外の所で、森林化している所を除外するような形の案件が 1つありましたけど、あ

れを直接非農地という形には出来んのですか。除外の分の上浦の分です。 

 

事 務 局：こちらに関しては一部植林した所と一部非農地化している所があるので、除外なされればそれ

ぞれ別の申請が出ると思います。ただ、農振農用地というのは通常の農地とは別に佐伯市が設

定するものになってまして、仮に非農地として認められたとしても除外申請の手続きはまた踏



まないといけないという所があります。 

 

議  長：他にありますか。なければ閉会のあいさつを副会長にお願いします。 

 

17 番委員：これをもちまして令和元年第 7回佐伯市農業委員会総会を終了いたします。 

 

（17 時 41 分閉会） 

 

 


