
令和元年第 8回佐伯市農業委員会議事録 

 

日  時： 令和元年 8月 2日（金曜日） 15 時 00 分～15 時 58 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 

7 番 夛田 寿志  8 番 田嶋 義生    10 番 御手洗 大悟   11 番 小野 隆壽 

12 番 吉良 勝彦   13 番 工藤 雄一    15 番 塩月 吉伸     16 番 河野 周一   

17 番 三又 勝弘 

出席農地利用最適化推進委員：佐伯 1区 波戸崎 孝 佐伯 4区 山田 裕也 佐伯 8区 小川 忠重   

上浦区 白田 一男 弥生 1区 大石 太士 宇目 1区 岡田 安代 直川 2区 橋迫 新五 

蒲江 1区 井川 英二  蒲江 2区 津田 幸喜 

欠席農業委員：3番 市川 一清    6 番 黒岩 眞由美    9 番 高畠 千恵美    14 番 谷川 享宏 

事 務 局：事務局長 穴見 哲男  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 24 号議案 農地法第 3条の規定による許可申請について 

    第 25 号議案 農地法第 4条の規定による許可申請について 

第 26 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） 

 

 



事務局長：定刻となりましたので、ただいまより令和元年第 8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、6番黒岩眞由美委員、9番高畠千恵美委員、14番

谷川享宏委員となっております。農業委員 17 名中、本日の会議の出席者は 13 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いたします。また、農地利用最適

化推進委員 27 名中 9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、7月 18 日付けで許可となっておりますので御報告いたします。それでは会長挨拶

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になりますので、会長に議事の進行の方

をよろしくお願いいたします。 

 

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思います。15 番の塩月委員さ

ん、それから 16 番の河野委員さんにお願いいたします。よろしくお願いいたします。それで

は議事に入ります。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。本日の農地案件件数は、農地法第 3条、件数 5

件、田 578 ㎡、畑 2,331 ㎡、合計面積が 2,909 ㎡。農地法第 4条、件数が 3件、田は 0、畑が

1,171 ㎡、合計面積が 1,171 ㎡。農地法第 5条、件数が 7件、田が 970 ㎡、畑が 1,506.64 ㎡、

合計面積が 2,476.64 ㎡。総合計の件数が 15 件、田が 1,548 ㎡、畑が 5,008.64 ㎡、総合計面

積が 6,556.64 ㎡となっております。以上提案いたしますのでよろしくお願いいたします。 

 

議  長：よろしいですか、何か質問等あれば受けますが。それでは議事に入りたいと思います。第 24

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 1番から説明

をお願いいたします。 

 

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

住宅地図をご覧ください。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地です。譲受

人は、自己所有農地でイチゴ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。耕作は譲受人夫婦と両親の 4人で行っているとのことです。農地取得後は、イチゴ

を作るとのことです。取得後の耕作面積は 116.35ａとなり、蒲江地域の下限面積 20ａ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：それでは担当の津田推進委員さんお願いいたします。 

 

蒲江 2区推進委員：この件については、支障ないと思います。 



 

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。どなたか質疑、意見等ござい

ましたらお願いいたします。（ありません、の声あり）ないようです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 3条の 2番、それから 3条の 3番について

は関連性がございますので、2番 3番を事務局一括説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：続いて 3条の 2及び 3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。3条の 2及び 3につきましては、隣接しており譲受人が同一ですので一括して提案させ

ていただきます。今回の申請は、売買による所有権の移転です。申請農地は、農業振興地域内

の農用地です。譲受人は、自己所有農地で杉苗の育苗やカボス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、杉苗の育苗をするとのことです。取得後の耕作面積は 52.49ａとなり直川地域

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：続いて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：2番と 3番ですけども併せて整地して杉穂栽培をするそうです。一部セメントの所が

あるんですけども、そこは剥いで一緒に整地をして行うということですので特に問題ないと思

います。 

 

議  長：担当推進委員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、3条の 3番

について、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。（はい、

の声あり）なし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。3 条の 2 番、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 2番、3条の 3番については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：続いて 3 条の 4 について説明させていただきます。住宅地図の冊子 3、4 ページをご覧くださ

い。今回の申請は、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地です。

譲受人は、借入地でイチゴ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。農業は主に譲受人と母親の 2人で行っているとのことです。農地取得後は、ミカンや

オリーブを作るとのことです。取得後の耕作面積は 51.81ａとなり、蒲江地域の下限面積 20ａ

以上となります。今後、農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：続きまして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：今回は贈与による移転の為ですから別に問題ないと思います。 



 

議  長：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 3条の 4番について意見等ござい

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。（ありません、の声あり）3 条の

4番についてこれより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許可したいと思います。続きまして 3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：それでは3条の5について説明させていただきます。住宅地図の冊子5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、新規営農者で、営農計画書及び誓約書を添付しての申請です。空き家バンクに登録され

た空き家に付随する農地ということで、令和元年 7月開催の第 7回佐伯市農業委員会で指定さ

れています。農業経営に必要な農機具は所有していませんが、手作業で営農するとのことです。

作業は主に譲受人 1 人で行うとのことです。農地取得後は、野菜類を栽培するとのことです。

取得後の耕作面積は 4.72ａで農地付き空き家バンクの下限面積 0.1ａ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：担当推進委員さんは欠席ですので、事務局お願いいたします。 

 

事 務 局：担当の推進委員さんからは、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ので伝えておきます。それでは、

3条の 5番について意見等ございましたら挙手をもってお願いいたします。はい、どうぞ。 

 

12 番委員：住所が兵庫県になっているんだけど、これはどういうこと。譲受人が兵庫県神戸市ということ

になっています。これの所を事務局説明をお願いします。 

 

議  長：事務局いいですか。 

 

事 務 局：それでは説明させていただきます。ここの空き家バンクに登録した家及びこの農地をこの県外

の方、申請人が買われるということで、この許可が下り次第、転入、引っ越しをされて営農さ

れるということでございます。 

 

12 番委員：はい、わかりました。 

 

議  長：他にございませんか。ないようですので取りまとめたいと思います。3 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：4条の 1について説明いたします。お配りしている地図の 6ページをご覧ください。申請地は



農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の畑です。駐車場用地と

しての用途による申請です。申請者はこれまで来客用に自己所有の駐車場を使用しておりまし

たが駐車スペースが不足するため近くの土地などを借りるなどして対応しておりました。申請

地では 15 台分の駐車スペースを設けます。盛土等の造成工事は行わず、また、隣接地に対し

ては石垣とコンクリートブロックが設置されているため土砂の流出、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：続きまして、担当の髙橋推進委員さんが本日欠席ですので意見書を読み上げてください。 

 

事 務 局：担当の髙橋推進委員からは、問題は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上がってございます。これより 4条の 1番

について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。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番について事務局説明をお願いいた

します。 

 
事 務 局：4条の 2について説明いたします。地図の 7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種農地の畑です。一般住宅用地としての用途による申請です

が、許可を得ずに昭和 37 年頃から住宅を建築しておりました。そのため、今回申請者からの

始末書を添付しての追認申請となっております。新たに工事を行うことはありませんので、周

囲への被害はありません。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：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 4条の 2番

について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ありましたので取りまとめたいと思います。

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 8ページをご覧ください。申請地は都市計画区域内、

第二種住居地域の第 3種農地の畑です。一般住宅用地としての用途による申請ですが、前所有



者が昭和48年頃に住宅を建築した際申請地の地目が変わったと思っておりました。そのため、

今回申請者からの始末書を添付しての追認申請となっております。新たに工事を行うことはあ

りませんので、周囲への被害はありません。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：先程と同じような追認案件です。問題はないと思います。 

 

議  長：担当の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 3番につい

てこれより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。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、第 26 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。それでは事務局 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 9ページをご覧ください。申請地は都市計画区域内、

第二種中高層住居専用地域の第3種農地の田です。宅地分譲用地としての用途による申請です。

申請地に 4 区画分の分譲地を造成します。造成工事として 1ｍのかさ上げを行いますが、隣接

地に対してはＬ字擁壁を設置するため、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。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：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 5条の 1番について

これより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 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 10 ページをご覧ください。申請地はＪＲ浅海井駅か

ら概ね 300ｍの区域内にある第 3 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。

申請地の隣接地では、今回新たに譲受人の工場を建設する計画ですが、工場を建設する土地で

は駐車スペースが不足するため、従業員や来客用の駐車場を設置するものです。盛土等の造成

工事は行わず整地のみを行い使用するため、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 3種農地の許可要件に該当します。 

 

議  長：それでは担当の白田推進委員さんお願いいたします。 

 

上浦区推進委員：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 2番

について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 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）5 条の 2 番

について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 11 ページをご覧ください。申請地は農業公共投資の

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

申請です。シイタケの原木栽培用にクヌギを植林します。申請地では、13 本のクヌギを植林し

ます。隣接地に対しては、距離を取って植林を行うため、日照、通風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、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：担当推進委員さんが欠席ですので、意見書を読み上げてください。 

 

事 務 局：担当の疋田推進委員からは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上がってございます。それでは 5条の 3番

についてこれより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。ございませんか。（はい、の声あり）特になしとの意見がありましたので取りま

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

多数）賛成多数ということで承認したいと思います。続きまして 5条の 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 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。駐車場用地としての用途によ

る申請です。譲受人が現在駐車場として使用している場所が、県土木工事により使用できなく

なるため、新たな駐車スペースが必要となりました。なお、申請地は平成 2年頃に造成を行っ

ており、今回譲渡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。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：それでは担当の津田推進委員さんお願いいたします。 

 

蒲江 2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。それでは 5条の 4番について

これより審議したいと思います。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。（はい、の声あり）特になしとの意見がございましたので、これより 5 条の 4

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。（挙手多

数）賛成多数ということで 5条の 4番を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いたします。 

 

事 務 局：5条の 5について説明いたします。地図の 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。譲受人は現在資材を置くためのスペースがなく、自己の所有する駐車場に置い

ておりましたが、その場所も狭くなったため、新たな資材置場を探しておりました。現状のま

ま使用するため、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：それでは担当の大石推進委員さんお願いいたします。 

 

弥生 1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 5条の 4番について

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。ござ

いませんか。（はい、の声あり）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いたします。 

 

事 務 局：5条の 6について説明いたします。地図の 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。植林用地としての用途による

申請です。木材の売買業を行っている譲受人が申請地に杉を植林します。申請地では、10 本の

杉を植林します。隣接地に対しては、間隔を空け植林を行うため、日照、通風の被害はないと

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：それでは担当の岡田推進委員さんお願いします。 

 

宇目 1区推進委員：何も問題ありません。 

 

議  長：5条の 6 番について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 番について意見等を求めたいと思います。どなたかございましたら。（ありません、



の声あり）特になしとの意見がありましたので 5条の 6番について、これより取りまとめたい

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 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 15 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。申請地では

支柱を立てて高さ最大 2.5ｍの太陽光パネルを設置します。支柱部分の面積は 0.64 ㎡のため、

この数値が転用面積となります。また、太陽光パネル下での農地面積は 1,106 ㎡です。パネル

の下には現在設置されているものも含めて 150 のブルーベリーのポットを設置します。また、

ブルーベリーの栽培に関して営農計画書が添付されております。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：現状の申請等によって問題はないと思います。こちらの女島は 1種農地なんですけど

も、やっぱり僕がずっと思っていたのが、水道がこちらにないんです。農業をするという形を

した時に普通に土耕をするんであれば常に上水道を使わなければいけない状態で、やっぱりそ

こが厳しくて耕作放棄をしている畑が多い地域になります。この太陽光を併設した営農型とい

う形で予定どおりうまく営農が出来るのであれば女島地区の有効な土地利用の一手になるん

じゃないかなということを期待します。ただ、やっぱり上手くいかないこともあると思います。

上手くいってないような類似案件がどんどん出てくる、今後出てくるかもしれないというのは、

個人的にはすごく危惧しています。 

 

議  長：女島地区の先駆者になればという担当委員さんからの意見でございました。これより 5 条の 7

番について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、どうぞ。 

 

13 番委員：今、波戸崎推進委員さんからありました水の問題があるんですけども水は何を使うんですか。 

 

議  長：上水の点滴でやるようになっています。 

 

13 番委員：水道。 

 

議  長：水道水。 

 



事 務 局：事務局からお答えします。この写真の見えている所の奥の方に実際に突き井戸があります。私

たちも現場に行って捻ったらポンプが設置していて水が上がってきて出ます。ただ、当然ここ

は河川の傍で塩が出るということで、私たちも調査して、若干塩味がしないかということで調

査しました。その時は、引き潮の状態だったので、そんなに強く感じなかったんですけども、

実際申請者と話した中で、ここは可能性がかなりあるからどういうふうに考えているのかと話

をした時に、さっき言ったように、点滴で栽培しますので、苗木も 3 年生と 8 年生ですので、

そんなに水は使わないということで黄色タンクの中に水を運んできて、それで点滴用にそちら

に配置して栽培を続けていくという話を確認しております。 

 

13 番委員：木が大きくなるほど水を使うんじゃないかな。結構ブルーベリーは水はけが良くなくてはいけ

ないけど、水が相当いる。かなり水はけが良くないといけないんで、水がいらんというのが理

解できないんですど。 

 

事 務 局：先程言ったように、水がいらんというか、水は実際何を使うんですかという問いに対しては、

水道水で運んで持って来てその点滴に入れるという答えが最終的な答えでした。 

 

議  長：はい、どうぞ。 

 

7 番委員：前回私も疑問が 3 点ぐらいあったので賛成できなかったんですけども、ブルーベリーについて

も私も農園に行っていろいろ聞きました。ブルーベリーが横に根が張っていくので水が大分い

るんですけども、ポットならばポットの中なので点滴のパイプラインで行けばいいと、今後ポ

ットが主流になっていくんではないかという話も聞きました。それと、さっき私も思ったんで

すけども、太陽光のパネルがああいうふうに隙間があれば日が入るし、防風の風除けにも、こ

こは裏がすぐ川なので、風除けにもなるというのも利点になるんかなと。営農についても私は

疑問に思ってたので、何度か行ってみたら、最初今囲っている所だけだったのでこちらは草が

大分生えとったが、やっぱり草を刈って、風が吹いても返らないように番線でアンカーを取っ

てました。3 人ぐらい居て営農指導か何か、声かけるのも悪いので、土手の上から見よったん

ですけども、指導を受けていました。これは営農をやる気持ちがあるなと。残りの太陽光パネ

ル以外の農地が何十アールかあるんで、そこでも営農計画しないと認定農業者の基準にならん

ので、将来的にそこをやるんだろうと思っておりますので、今回こういう新たな事業をするん

であれば、そこを期待して、信用して良いんではないかなと思っております。 

 

議  長：他にございませんか。（ありません、の声あり）ないようです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。（挙手多数）賛成多数という

ことで承認したいと思います。農地法の 3条の 5件については佐伯市農業委員会として許可を

したいと思います。農地法第 4条の 3件、農地法第 5条 7件については多数の意見を付して県

知事に進達したいと思います。これより 10 分間休憩したいと思います。 

 

（休憩） 

 



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

林課泉さんよりお願いいたします。 

 

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 13 件となっています。お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 4年

が 2 筆で 1,953 ㎡、契約期間 10 年が 11 筆で 19,733 ㎡、これらを合計すると 13 筆で 21,686

㎡となっております。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。（ありません、の声あり）ないようですので

取りまとめたいと思います。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）ということで農林課お願いいたします。 

 

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はありますが、満期到来者分につきましては、該当する委員の方にリ

ストを添付しておりますので、相談等受けた場合に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ので御連絡をお願いいたし

ます。今回の書類の締め切りを 8月 15 日木曜日としております。書類の提出につきましては、

農林課又は各振興局へお願いいたします。 

 

議  長：今回の書類の締め切りは 8 月 15 日ということでございますのでよろしくお願いいたします。

続きまして農用地利用配分計画（案）についてよろしくお願いします。 

 

農 林 課：農林課水田畜産係の首藤です。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 10 月 1 日開始分です。契約期間 10 年の田、9筆、面積 12,732 ㎡、畑、1筆、面積 4,971

㎡、山林、1 筆、面積 2,030 ㎡、合計 11 筆、面積が 19,733 ㎡となっています。詳細につきま

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

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

しくお願いいたします。 

 

議  長：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いたします。はい、どうぞ。 

 

13 番委員：勉強不足かもしれないんですけど、これで山林も審議していたんですかね。 

 

農 林 課：取扱いとしましては、登記地目山林で、ただ現況が当然農地でありますので、その旨の確認も

農業委員会さんの方でもいただいておりますので、その旨で事業の取扱いが可能ということで

確認をしております。 

 

議  長：よろしいですか。一番最後の分。地目は山林だけど現況は畑ということで。農地扱いですね。

首藤さんこれ全部新規。 

 

農 林 課：全部新規です。 

 

議  長：了解です。他にございませんか。ないようですので取りまとめたいと思います。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。（挙手全員）全員賛成とい

うことで承認したいと思います。 

 

事務局長：皆さんお疲れ様でございました。閉会のあいさつの方を副会長にお願いしたいと思います。 

 

17 番委員：皆さん長々とありがとうございました。これをもちまして令和元年第 8回佐伯市農業委員会総

会を終わります。お疲れさまでした。 

（15 時 58 分閉会） 

 

 


