
令和元年第 10 回佐伯市農業委員会議事録 

 

日  時： 令和元年 10 月 1 日（火曜日） 15 時 00 分～16 時 27 分 

場  所： 佐伯市役所 6 階 大会議室 

出席農業委員： 1 番 山田 定男    2 番 小野 美智子   3 番 市川 一清   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  10 番 御手洗 大悟 

11 番 小野 隆壽   15 番 塩月 吉伸    16 番 河野 周一    17 番 三又 勝弘 

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

佐伯 4区 山田 裕也 佐伯 5区 清水 秀人  佐伯 7区 池田 幸利  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 直川 1区 曽根田 正弘 

直川 2区 橋迫 新五  蒲江 2区 津田 幸喜  蒲江 3区 松尾 孫重 

欠席委員：4番 簀戸 猪文    7 番 夛田 寿志   12 番 吉良 勝彦    13 番 工藤 雄一 

   14 番 谷川 享宏 

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 31 号議案 農地法第 3条の規定による許可申請について 

    第 32 号議案 農地法第 4条の規定による許可申請について 

第 33 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非農地証明願について 

     ⑤令和 2年度佐伯市農政施策に関する要望・提言（案）について 

 

 



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 10 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、4番簀戸猪文委員、7番の夛田寿志委員、12番の吉良勝彦委員、13 番の工

藤雄一委員、14 番の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12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は、27名中 18 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、変更申請の 1件を除き 9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議事録署名人を指名したいと思います。5番の狩生委員さん、そ

れと 6番の黒岩委員さんにお願いします。それでは議事に入ります前に事務局から議案の説明

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。本日の農地案件は、農地法第 3条、件数が 4件、

田 1,587 ㎡、畑 2,346 ㎡、面積計が 3,933 ㎡。農地法第 4条、件数が 3件、田が 1,762 ㎡、畑

が 168 ㎡、合計面積が 1,930 ㎡。農地法第 5条、件数が 12 件、田が 5,622.94 ㎡、畑が 2,721

㎡、合計面積が 8,343.94 ㎡。合計が 19 件で、田が 8,971.94 ㎡、畑が 5,235 ㎡、総合計面積

が 14,206.94 ㎡となっております。以上提案いたします。 

 

議  長：ただいま事務局から 3 条、4 条、5 条の農地案件の件数及び面積総括表について説明がござい

ました。どなたか疑問等ございましたら、ないですか。なかったら議事に入りたいと思います。

第 31 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。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。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、自己所有農地及び借入地で米、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。耕作は譲受人夫婦の 2人で行っているとのことです。農地

取得後は、米や柿を栽培するとのことです。取得後の耕作面積は 65.79ａとなり、弥生地域の

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 3条の 1番について

を審議したいと思います。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。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）賛成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

2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 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果樹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 2人で行っているとのことです。農地取得後は、果樹やお

茶を栽培するとのことです。取得後の耕作面積は 52.295ａとなり、本匠地域の下限面積 30ａ

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：それでは担当の川野推進委員さんお願いいたします。 

 

本匠 1区推進委員：別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 3条の 2番について

審議したいと思います。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。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 3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 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。住宅地図の冊子①、議案書の上段の農地につき

ましては、先程も説明したとおり取下願の提出がありましたので受理しております。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、野菜類を栽培するとのことです。取得後の耕作面積は 31.56

ａ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：それでは担当の松尾推進委員さんお願いいたします。 

 

蒲江 3区推進委員：今の 2番の方の土地が非常に荒れているような状態です。ここは買主が木とかいろい

ろあった中で切り開いて土をこして新たに作っている状態です。周辺の方にも問題ないと思い

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 3条の 3番について

これより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。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）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 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 4 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、自己所有農地及び借入地でレンコン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。農業は主に譲受人と母親の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 43.78ａとなり、佐伯地域

の下限面積 40ａ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：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。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。

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）全員賛成という

ことで許可したいと思います。続きまして第 32 号議案農地法第 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。それでは事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：4条の 1について説明いたします。お配りしている地図の 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種農地の田です。一般住宅用地

としての用途による申請ですが、昭和 57 年頃から前所有者が庭として利用しておりました。

そのため今回始末書を添付しての追認申請となっております。新たに工事をすることはありま

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：それでは担当の井川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：問題ないと思いますと記入された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 4条の 1番

について、これより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 4条の 1番を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 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種農地の田です。農地造成による一時転用です。

山からの浸水により田としての耕作が難しくなったため、かさ上げをして畑として利用する計

画です。造成後は果樹類や野菜を作付けする計画です。申請地では 95 ㎝のかさ上げを行いま

すが、隣接地に対しては間隔を空け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。城村水利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：それでは担当の安藤推進委員さんお願いいたします。 

 

佐伯 3区推進委員：別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。それではただいまより 4条の

2 番についてを議題とし審議したいと思います。どなたか意見、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）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 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 7ページをご覧ください。申請地は、都市計画区域

内、準工業地域の第 3 種農地の畑です。貸駐車場用地としての用途による申請ですが昭和 62

年頃から近隣住民のための駐車場として利用しておりました。そのため今回始末書を添付して

の追認申請となっております。新たに工事をする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：特に問題はないと思われます。 

 

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 4条の 3番について

これより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 33 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 8ページをご覧ください。申請地は都市計画区域内、

準工業地域の第 3種農地の畑です。賃貸住宅用地としての用途による申請です。申請地に木造

2 階建て、全 8 室の賃貸住宅を建築します。隣接地に対しては、コンクリートブロックを設置

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、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、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：特に問題はないと思われます。 

 

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 1番について

これより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 9ページをご覧ください。申請地は農業振興地域内

にある農用地区域内農地の田です。資材置場用地としての一時転用です。佐伯市が行うケーブ

ルテレビ整備工事に伴い工事を請負う借人が資材置場として一時的に利用するものです。なお、

許可を得る前に一部着工したため、双方の始末書が添付されております。造成工事は行わず現

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。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：それでは担当の出納推進委員さんお願いします。 

 

弥生 2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。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）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。資材置場用地としての用途による申請です。

譲受人が現在使用している資材置場が手狭になったため、本店近くにある申請地を新たな資材

置場として利用しようと考えました。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 3種農

地の許可要件に該当します。 

 

議  長：それでは担当の清水推進委員さんお願いいたします。 

 

佐伯 5区推進委員：異議ありません。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に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 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 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。申請地は都市計画区域内、

第二種住居地域の第 3種農地の畑です。宅地分譲用地としての用途による申請です。申請地に

4 区画分の分譲用地を造成します。隣接地に対しては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。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5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)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 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 12 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。一般住宅用地としての用途による申請です。

現在の住居が老朽化したため、新たに譲受人が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 88.35 ㎡の住宅を建築します。隣接地に対しては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、排水は合併浄化槽を設置します。許可基

準は、第 3種農地の許可要件に該当します。 

 

議  長：それでは担当の山田推進委員さんお願いします。 

 

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 5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挙手をもってお願いいたします。

ないようですので 5 条の 5 番について取りまとめたいと思います。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 13 ページをご覧ください。申請地は都市計画区域内、

準工業地域の第 3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

自宅の敷地内に資材を置いていましたが、手狭になったため新たな資材置場が必要となりまし

た。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5条の6番について、

これより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 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。事務所兼資材置場用地として

の用途による申請です。これまで使用していた資材置場が使用できなくなったことや新規に事

業を始めるにあたり新たな資材置場が必要となりました。なお、申請地は許可を得る前に造成、

建築工事を行っており、今回双方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ありせん。水利権はありません。許可基準は、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：それでは担当の大石推進委員さんお願いします。 

 

弥生 1区推進委員：別に問題はありません。 

 

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、ただいまより 5条の

7 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。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種農地の田です。店舗兼一般住宅用地としての

用途による申請です。譲受人が居住するスペースを兼ね備えた店舗を建築します。申請地では、

木造 2階建て、建築面積 116.58 ㎡の住宅を建築します。造成工事として 95 ㎝のかさ上げを行

いますが、隣接地に対しては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、排水は合併浄化槽を設置します。汐月水利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：それでは担当の林推進委員さんお願いします。 

 

佐伯 9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 8

番についてを議題とし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 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。それでは 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種農地の田と畑です。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、隣接する自宅の敷地に資材を仮置きしている状態であり、

新たな資材置場が必要となりました。盛土等の造成工事は行わず整地のみを行った後使用する

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、ただいまより 5条

の 9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 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種農地の畑です。一般住宅用地としての用途

による申請です。譲受人の結婚を機に新たに住宅を建築することになりました。申請地では、

制震鉄骨構造 2階建て、建築面積 63.92 ㎡の住宅を建築します。隣接地に対しては擁壁を設置

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、排水は合併浄化槽を設置します。

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、ただいまより 5条

の 10 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 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、都市計画区

域内、第二種住居地域の第 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。譲受

人の自宅には車が入らないため、現在近くの土地を借りて駐車しておりました。申請地では、

3 台分の駐車スペースを設けます。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 11 番につい

てを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 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 22 年に譲受人が隣接する自宅を購入した際、駐車スペースが不足して

いたため申請地を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。新たに工事をすることはありませんので、周囲への被害はありません。許

可基準は、第 2種農地の許可要件に該当します。 

 

議  長：それでは担当推進委員さんの意見書を読み上げてください。 

 

事 務 局：担当の井川推進委員から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がございました。これより 5 条の 12 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。農地法第 3条の 4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。続きまして農地法第 4 条 3 件、農地法第 5 条の 12 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。それではこれで 10 分程休憩したいと思います。 

 

（休憩） 

 

議  長：それでは再開したいと思います。それでは、その他の事項に入りたいと思います。農用地利用

集積計画（案）についてを議題といたします。農林課さんお願いいたします。 

 

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 24 件となっております。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 1年

が新規 1 筆で 828 ㎡、契約期間 2 年が 11 筆で 10,570 ㎡、契約期間 5 年が 8 筆で 11,479 ㎡、

契約期間 10 年が 4 筆で 1,465.25 ㎡、これらを合計すると 24 筆で 24,342.25 ㎡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るので、

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。これについて、

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、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を 10 月 15 日火曜

日としております。書類の提出については農林課又は各振興局へお願いします。 

 

議  長：それでは農用地利用配分計画（案）についてを議題とし、農林課より説明を受けたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

農 林 課：農林課水田畜産係の首藤です。御手元の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。今回の案件は、令和元年

12 月 1 日の開始分になります。契約期間 5 年の田、2 筆、面積が 3,642 ㎡、契約期間 10 年の

田、4 筆、面積 1,465.25 ㎡、合計 6 筆、5,107.25 ㎡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。なお、農用地利用計画書のうち最後のページ、借受者の氏名が農事

組合法人○○さんの分で、弥生大字細田の分で 4筆上がっていると思います。これが先般お配

りした分では、契約期間が 5 年ということでなっておりましたが、それが誤りでありました。

契約期間 10 年ということで訂正をしておりますので申し添えます。以上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。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。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。はい、どう

ぞ。 

 

事 務 局：皆さん御手元に大分県農業会議からこの冊子が御手元にあるかと思います。1 枚開いていただ

いたら右下の方に農地中間管理機構の手続きを簡素化するなど使いやすくなりましたという

お知らせが載っているかと思います。先程首藤総括主幹の方から説明があったように、機構を

通す場合は、まず市の方で集積計画というのを作って、その後に配分計画を、2 回同じような

ものが出てきました。まず最初のものは地主から機構に預ける。その次が機構から新たに借り

手に預けるという手続きが 2回あったんですけども、11 月 1 日から制度が改正されて、もう話

がついている所、たいがいがそうなんですけど、もう私が機構に預けたら山田さんが借りるよ

というように話が出来上がっている分についは、ここに載っているんですけど、手続きの省略



が出来て市の集積計画だけでいいですよというような制度に変わっています。これは、使うか

使わんかは各市町村に任せられてるから農林課の方でどういうふうにするかということが一

つなんですけど、もし次回農業委員会から農林課がそういう方式をとるのであれば一言だけこ

こで先に御説明だけしときたいと思っております。その他、縦覧期間が話が出来上がっている

ものについては 2回もしなくていいじゃないかと、事務を簡素化しましょうというような話で

ありますので一応お知らせだけ農業委員会サイドからさせてもらいました。 

 

議  長：よろしいですか。それでは次の非農地証明願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：それでは非農地証明願 1 件についての説明をさせていただきます。まず申請地の現地調査は、

9月 24 日に担当区の川野推進委員さんと事務局 2名で実施しました。申請地は、小山の中に連

続する畑 3筆でございます。申請地につきましては、佐伯市本匠大字笠掛の案件です。現地は、

鬼ケ瀬トンネルを抜け本匠中学校前の信号機を左折、番匠川に架かる笠掛橋を渡って正面に見

える小山の中に位置し、約 20 年程前から耕作放棄されています。なお、資料に記載のとおり、

昨年 7月非農地証明済の用地 2筆が隣接しています。次に現地の状況ですが、スクリーンに映

しているとおり、4 枚の写真から見ても竹及び樹木に覆われ生い茂って森林の様相を呈してい

る状況で、畑に復元するには非常に厳しく困難な状態にあると思います。以上のことから非農

地証明書発行基準要領の第 2の 4に該当する農地と判断出来るかと思います。委員の皆様には

審議の方よろしくお願いいたします。 

 

議  長：それでは担当の川野推進委員さんお願いいたします。 

 

本匠 1区推進委員：今、写真を見てのとおりで、お分かりのようにございますが、以前畑だったんですが、

山林化して畑には全然出来ないというような状況でございまして、非農地ということには問題

ないんじゃないかと思います。 

 

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挙手をもってお願いします。（ありません、

の声あり）特にありませんとの声がありました。取りまとめたいと思います。非農地証明願に

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。続いて、令和 2年度の佐伯市農政施策に関する要望・提言（案）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：御手元にホッチキス止めをしています、令和 2年度佐伯市農政施策に関する要望・提言書とい

うのがあるかと思います。これをお開きください。それともう 1枚別紙で里山の対策について

という紙があるかと思います。皆さんにお願いして 9 月 20 日までにということで、意見のあ

る方はとお願いしました。それで、合計 6名の方から御意見をいただいております。中身につ

いては、9月 24 日運営委員会で一度審議をさせていただいております。出来るだけ皆さんに書

いていただいた原文を活かしながら、若干の修正はあるんですけど、基本的には原文を活かし



て要望書として作り上げさせていただいております。私の方から朗読させてもらって提案とさ

せていただきます。まず 2 ページの所からいきたいと思います。1 ページの所は毎年、毎年同

じような文言が書いておりますので具体的な所からいきます。1.耕作者・農地所有者の抱える

問題点の把握について。現段階の人・農地プランについては新規・変更のみ対象地域に出向き

人・農地プランに記載される主たる農業者の氏名についてのみ読上げて説明を完了しています。

5年後、10 年後の当該地域に於ける農業ビジョンについての話合いはほとんど行われていない

状況です。これからの農業は、生産者の高齢化や担い手不足を考慮すれば各々の地域で農地を

守っていく事は当然のことだと考えています。そこで 5年後・10 年後を見据えた各々の地域農

業ビジョンが描けるようにするためには専門知識を持った指導者が必要です。今後、地域の中

から優れたリーダーを育成するためにも研修制度の創設をお願いしたい。2.鳥獣害対策の強化

について。現在、番匠川の樫野地区右岸・左岸、同地区より池田地区までの右岸に竹やぶがあ

り鹿・猪の住み家になっており、水稲収穫前に水田に入り込み大きな被害が発生し生産者を困

らせています。一部には番匠川の増水時に、水流を少しでも和らげようとするためとの意見も

あると聞いていますが、竹やぶが無い状態の方が堤防に対しての圧力軽減及び、番匠川の流域

面積拡大にもなると考えています。要望として、2、3年前に竹やぶを重機を使用し部分的に除

去したが、時期が悪いのか竹やぶが元に戻っており鹿・猪の住み家になっており水田を荒らし

回っています。効果的な竹やぶ除去の時期の選定及び、除去方法の選定を佐伯市より河川管理

者にお願いして頂き農作物の被害を無くすことを要望します。次のページにいきます。3.農家

が所有する農業機械の活用について。中山間地域では多くの零細農家が水稲の作付を行ってい

ます。推進委員としてそれらの農家への意向を確認したところ、後継者は無く離農したいけれ

ど購入した多くの農業機械があるため、簡単に離農はできないとのことでした。市としてこれ

らの機械を活用して機械バンク制度の創設を行い、新規就農者や規模拡大者に斡旋していくよ

うな取り組みの検討を要望します。こういった制度により零細農家の耕作地が流動化し担い手

への集積が進むのではないかと考えています。4.河川の河床掘削について。多くの河川で河床

に土砂が堆積しており激しいところでは河川の 3分の 1以上にのぼる所があります。度重なる

集中豪雨や台風の襲来により河川が氾濫し農地や農作物にも多くの被害が発生している点か

らも早期河床掘削の実施を佐伯市より河川管理者に要望するようお願いします。5.担い手対策

について。蒲江浦河内地区の農地の荒れ方は激しい。以前、認定農業者で家族経営協定を結ん

でいた農家でも、全く農業は行ってない状況で、現在は 70 才前後の人が数名農業に携わって

いるだけです。この対策として、新規就農者を募集したり、集落営農等の法人化を進めていま

すが、それは多くの農業集落の一部でしかありません。中山間地域の条件不利地で零細な家族

農業を営んでいる50才未満の後継者の人達にも、国が支援しているような新規就農者並みの、

手厚い支援を進めるべきではないでしょうか。もし、そのような対策がなされなければ、将来、

後継者がいなくならないか危惧しています。国連が言っているように、家族農業の必要性、大

切さを考え実現してほしい。6.鳥獣フェンス設置に関する条件の緩和と迅速な対応について。

直川地区では、近年、いのししによる作物被害が増えている。水口地区でも昨年より、いのし

し等による被害が激しくなり、水田への侵入による稲の倒伏、畑作物の食害、地区内市道での

人的被害の心配、これらの様々な獣害により農家は耕作意欲を失っています。地区 40 戸のう

ち 30 戸が鳥獣フェンスを必要としているので、農林課に依頼し、令和元年 9月 10 日に市及び

県の担当者が現地確認を行いました。結果については来年 9月ごろに事業実施か否かの結論が



出るとの回答を頂きました。現況として、鳥獣フェンスは既に一部設置されていますが、400

ｍほどの未設置箇所や市道からの侵入により、水稲や畑作物の被害が多く、特に野菜について

は直川まるごと市場等への出荷予定作物が被害を受けています。農振地域、市協議会審議、費

用対効果、予算等があり実施できるかどうか判明するのは一年後となるとの回答です。事業実

施とは申しませんが実施が可能か否かの回答が迅速になされなければ地区民にとっての一年

間は長くて先の見えない鳥獣対策となります。既存の鹿ネットや漁網等では到底いのししに立

ち打つことはできません。この一年間で耕作放棄地になる可能性もでてきます。高齢者が次の

世代へ引き継ぐために農地を必死に守っている状況です。市に対して鳥獣フェンスの設置の要

望を出すまでには毎年多くの被害に見舞われてきています。今回の要望に対して早急に設置の

時期の通知を頂き、耕作することへの希望を与えてください。併せて鳥獣害フェンスの事業実

施にあたって農振地域等の様々な要件の緩和も併せて要望します。市のことですので、事業実

施を要望してるんですけど、回答が分かるのが一年後だと。そこで事業実施はすぐではないに

しても、せめて出来るか出来ないかの回答がいただけんかというようなことの趣旨だと思って

おります。更にお預かりしたのが今日だったものですから中に書き込むことが出来てません。

一枚別紙があります。これについても読み上げさせていただきます。里山対策について。佐伯

市及び中山間地域では農業従事者の減少と高齢化が深刻な状態となっており、農地の周辺の竹

林や雑木が群生して大きな影響を与えています。そこで雑木や竹を粉砕し肥料として使ったら

と考えております。他の市町村ではすでにやっているようです。要望の内容としては、大型の

粉砕機の購入をお願いしますということで、山と田んぼの境の所ぐらいに手入れされない所が

どんどんあって、陰をうったりして水稲の作付の非常に難しい問題になっているから、そうい

ったことの対応が出来ないかといったような要望の趣旨かと思っております。基本的に全文を

活用させてもらって文章を整えさせてもらって提言の内容とさせてもらっております。皆さん

の御意見をお願いします。 

 

議  長：佐伯市の農政施策に関する要望・提言 6 件プラス里山の対策についてという 7 件ございます。

どなたか意見等ございましたらお願いいたします。これについては、農業委員さん、推進委員

さんどなたでも結構です。こういうふうにしたらいいよというような意見がございましたらお

願いいたします。この状態で市長に提言してようございますか。毎年この佐伯市施策に関する

提言をしてるんですけども、実施はやってるんですよ。ずっと進んでます。ただ、皆さんの方

に農林課とかいろんな所から報告があってるんですよ。ただ耳に入って止まってないだけかな

というふうには思いますけど。とにかく自分たちの仕事をよりしやすく、そして簡素化できる

ような状態、また自分が第三者として見た時に、こういうふうにやった方がいいよというよう

な提言を是非ともしてほしいんですよ。この状態で 7件今ありますけども、この状態で出して

みていいですか。はい、どうぞ。 

 

15 番委員：この 6番の鳥獣フェンスの設置に関する条件のことなんですけど、これは人数の何件以上あり

ますよね、それと全体の相対的な面積がありますよね、是非ともそこの所をちょっと行政とし

ては見直してもらいたいというのが、私の地区は、ほとんどが果樹園なんですよ。それで、そ

の当時やる時には皆さん元気だったから、ほとんどが連結してやったんですけど、道路道路の

挟んだ区間でですね。個人的になりますけど、私なんかは施設園芸で 50ａのひとかくらがある



んですけど、その中に自分の地所で、ハウスが建っているんですけど、そういう所は他と離れ

ているもんですからしてくれないんですよ。じゃあ何処が一番農業をやってるのと言ったら私

なんかなんですよ。そこは駄目なんですよ。その時に敷設して施行した鳥獣ネットは今もカズ

ラが巻き付いてみんな壊れてしまっているんですよ。実際に。何処に本当の視点を置いて、行

政はそれを補助でやるのか、消費税が 5％の時だったんで、受給者は 5％の負担金でいいです

よということで、それで皆さん飛びついてやったんですけど、私もかなり行政にもいろいろす

がりついてやったんですけども、やっぱり一人では駄目ですと、面積がいくらあっても駄目で

すと。いくら専業農家でも駄目ですと。後継者がいてやってても駄目ですと。これでは、言っ

ていることとやっていることがへこさこの状態なんですよね。だからそういう所をやっぱりち

ゃんと含んでいただいて、こういう事業をやっていただきたい。でないとどぶの中にお金を捨

てるようなもんですよ、この補助金も、私から言わせると。実際にうちの地区に来て見てもら

うといいんですけど、まず、4、5年前までは、それぞれが耕作をしているという状態が、今は

ほとんどがなくなっていっていると、そういう現状ですから、鳥獣フェンスも、今度これが耕

作をしない廃園が増えてくると、これを撤去するのに非常に大変なことになっています現在。

だから、本当にやる気のある所、本当に後継者を持ってやる気のある所から優先するのか、い

いよみんな十把一絡げでやっていくのか、そこの所もうちょっと線引きを、ちょっとどっちか

に緩めていただいて考えていただきたいと思っております。お願いします。 

 

議  長：塩月委員さんが言うとおりなんです。現状の要件としては。面積要件、受益者要件というのが

あって、それによって資材を与えて作りなさいというのが現状なんです。今ここに書いている

要望に関しては、重々分かったうえで併せて鳥獣害フェンスの事業実施にあたって農振地域等

の様々な要件の緩和も併せて検討してくださいということを要望しようかなというふうに思

ってますので、もう少し中身の精査が必要かなというふうには思いますけど、それも頭の中に

は置いています。他にございませんか。はい、どうぞ。 

 

弥生 1区推進委員：鹿とか猪が多い。それで、今被害を受けている人が市に申請したら、猟の許可をすぐ

くれるようにしてもらったらいいんじゃないか。自分たちで邪魔になるものを獲るというよう

な。 

 

議  長：免許の関係ですよね。昨年、免許のことを提言しました。ただ、まだ返答が来てないんです。

提言についての返答が一切まだ来てません。なもので、来たら口頭でも返答したいというふう

に思います。先月だったと思うんですけども、鳥獣害の免許については、振興局でＰＲは結構

しているんです。市報にも結構載ってますので、出来るだけそういうのを見てほしいなという

ふうに思います。こちらも何とかそういうだけじゃなくて、何とか行政の方にも提言していき

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。 

 

佐伯 7 区推進委員：3 ページの中ほどの河床掘削の件なんですけど、これは先日の台風の時の大雨なんか

でもどこでも日本中が苦慮しているとこだと思います。でも河床掘削をしても残土の持って行

き場がないと。これを私前から考えとるんですけど、私は木立だから木立だけの事しか考えな

いとこもあるんですけど、川の土砂がどのくらいあるかというのはある程度計算できると思い



ます。それで、農地、木立の中の田んぼが低くて雨が降ったら浸かって米刈が出来ないとかい

う所を年度別に計算してどれくらいの立方メートル数が出るというのを、分かってくるのなら

計画的に順次かさ上げをするという形に持っていけば、助かる農家さんが沢山いるんじゃない

かなと思います。結局、今河床掘削をしてくれというのは木立だけではなくて堅田川の方にし

ても番匠川の方にしても結構あると思いますけど、残土の持って行き場がないんです。水田の

かさ上げに持ってくるとか、木立の分かっている人は分かっていると思いますけど、入ってす

ぐの須留木地区なんか特に雨が降れば海みたいになる所です。ああいう所も 1ｍなら 1ｍ、1ｍ

50 ぐらい上げるという形にすれば農家も助かるし、残土の持って行く、まあ大分県になるんで

しょうけど、そのへんも助かるんじゃないかなとは思いますけど。 

 

議  長：この田畑のかさ上げについては、市長も提言しているんですよ。たぶん女性経営士会に出席し

た方は市長がそういう言動を発したというのが記憶にないですか。あると思いますよ。ただ、

市長も各方面に投げ掛けをしています。これが何処まで行っているのかというのは、ちょっと

私の方も分かりませんので、そのとおりだと思うし、出来ればそういうふうに持っていきたい

なというふうに思っていますので、ちょっと確認します。また後日、回答を出したいと思いま

す。他にございませんか。はい、どうぞ。 

 

佐伯 5区推進委員：今何処の地区に行っても鳥獣害の被害が出ております。それで、頼まれるんですけど、

今は猪は 6,000 円、来月から 3,000 円になるんよな。それだったら取り合い手はなくなる。1

年間 6,000 円で通してもらいたい。そんなお願いは出来んもんだろうか。 

 

議  長：たぶん猟期に入るから、獲って当たり前で値段が落ちると思うんです。ただ、そういうふうに

なると弾代も出ないということが言えると思うので、これはちょっと農林課の方には申し入れ

たいと思います。 

 

佐伯 7区推進委員：猪を獲って肉で売るという人間はまんざらおらんと思うんよなあ。自分の土地を自分

の所を守っとるという人が多いんじゃわ。そんな氏は猟期には肉の値は良くなったから 3,000

円じゃ言われれば黙ってるし、年間通していただきたい。 

 

議  長：分かりました。これは申し入れます。他にございませんか。今の話は、この提言とは別に申し

入れたいと思います。取りまとめたいと思います。今、この 7 件ある、6 件しかないんですけ

ど 1件プラスして 7件として、先程鳥獣害の話もありましたけれども、これも少しずつ織り込

みながら最後の鳥獣害の事に関しては文章として作り上げたいというふうに思います。これで

市長には提言したいというふうに思います。いいですか。これで閉めたいと思います。 

 

17 番委員：これをもちまして令和元年第 10 回佐伯市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 27 分閉会） 

 


