
令和元年第 11 回佐伯市農業委員会議事録 

 

日  時： 令和元年 11 月 1 日（金曜日） 14 時 00 分～14 時 54 分 

場  所： 佐伯市役所 6 階 第 1委員会室 

出席農業委員： 1 番 山田 定男     2 番 小野 美智子   3 番 市川 一清    4 番 簀戸 猪文   

 5 番 狩生 哲廣     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  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 6区 宮脇 壯次 上浦区 白田 一男   弥生 2区 出納 幸男 

 宇目 3区 小里 豪 直川 1区 曽根田 正弘 米水津区 水口 初則  蒲江 2区 津田 幸喜 

欠席委員：6番 黒岩 眞由美   11 番 小野 隆壽  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 34 号議案 農地法第 3条の規定による許可申請について 

    第 35 号議案 農地法第 4条の規定による許可申請について 

第 36 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 

 

 



事務局長：こんにちは。定刻となりましたので始めたいと思います。忙しい中お集まりいただきまして誠

にありがとうございます。また、台風 15 号、19 号と各地ではいろいろとあって、佐伯の方で

はあんまり被害が大きくなかったかと思ってますが。それでは、定刻となりましたので、ただ

いまから令和元年第 11 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、6番の黒岩

眞由美委員、11 番小野隆壽委員、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 14 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、7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、10月 16 日付けで許可となっております。1

件だけ先月の 5条の 10 番の蒲江の所の申請が本人の都合により取下げとなっています。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

ろしくお願いいたします。 

 

議  長：それでは議事を進める前に本日の議事録署名人を指名いたします。7番の夛田委員さん、それ

から 8番の田嶋委員さんにお願いいたします。次に事務局から農地案件件数及び面積総括表の

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。農地案件件数及び面積総括表としまして、農地

法第 3条、件数 3件、田 3,477 ㎡、畑 3,179 ㎡、合計 6,656 ㎡。農地法第 4条、件数 3件、田

2,665 ㎡、畑 1,222 ㎡、合計 3,887 ㎡。農地法第 5条、件数が 7件、田 162 ㎡、畑 2,960 ㎡、

合計 3,122 ㎡。総合の件数ですが 13 件、田が 6,304 ㎡、畑が 7,361 ㎡、合計面積が 13,665 ㎡

となっております。よろしくお願いいたします。 

 

議  長：それでは議事に入りたいと思います。第 34 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。

それではまず 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、贈与による所有権の移転です。申請農地は、農業振興地域内の農用地で

す。譲受人は、自己所有農地で米、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 1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 53.31ａとなり、佐伯地域の下限面積 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：それではここで担当の池田推進委員さんが本日お休みでございますので、意見書の方を事務局



読み上げてください。 

 

事 務 局：担当の推進委員からは特に問題ない旨の意見書が提出されております。 

 

議  長：推進委員さんからも特に問題なしとの意見が上がってございます。これより 3条の 1番につい

てを議題とし意見等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。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ページから 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

用地及び農地です。譲受人は、自己所有農地で米や栗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両親の3人で行っているとのことです。

農地取得後は、引き続き米や栗を栽培するとのことです。取得後の耕作面積は 97.43ａ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：それでは担当の小里推進委員さんお願いいたします。 

 

宇目 3区推進委員：特に異常ございません。 

 

議  長：7 筆の贈与ということで担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見が上がりました。これ

より 3条の 2番についてを議題とし、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。（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。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 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、自己所有農地で米や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。農業は主に譲受人と父親の 2人で行っているとのことです。農地取得後は、レ

モンの栽培をするとのことです。取得後の耕作面積は 62.86ａとなり、佐伯地域の下限面積 40

ａ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：続いて担当の宮脇推進委員さんお願いいたします。 

 



佐伯 6区推進委員：説明いたします。この件について何ら周りに支障をきたすようなことはございません

のでその旨よろしくお願いいたします。 

 

議  長：特に問題なしとの担当推進委員さんからの意見もございました。それでは 3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）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、第 35 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 1番より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

振興地域内にある農用地の田です。農地造成のための一時転用です。申請地には、現在ハウス

が建っていますが、隣接する河川や山からの浸水に苦慮していたため、かさ上げをしようと考

えました。造成後は、引き続き畑として利用し、ピーマン、ナス、トマト、ニラを作付けする

計画です。申請地では 2.5ｍのかさ上げを行いますが、隣接する河川に対しては間隔を空け、1

対 1.5 の安定勾配で盛土を行い、また、道路に対しては、高さを合わせるため土砂の流出、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：それでは担当の曽根田推進委員さんお願いいたします。 

 

直川 1区推進委員：かさ上げに伴う所の一時転用であり、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 1番について委員さん方の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。（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、佐伯市上浦振

興局から概ね 300ｍ以内の区域内にある第 3種農地の畑です。農地造成のための一時転用です。

申請地は、畑ではありますが、道から一段低くなっているため、かさ上げをして道と高さを合

わせることで道からの乗り入れを容易にしようと考えました。造成後は、カボス、ビワ、野菜

類を作付けする計画です。申請地では 0.8ｍのかさ上げを行いますが、隣接地に対しては高さ

を合わせるため土砂の流出、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4条の2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 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。申請地は土地改良事業が

行われた第 1種農地の田です。農地造成のための一時転用です。申請地は、隣接する水路等か

らの浸水に苦慮していたためかさ上げをしようと考えました。造成後は畑として利用し、サト

イモ、落花生を作付けする計画です。申請地では 1.5ｍのかさ上げを行いますが、隣接地に対

しては高さを合わせ、水路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。水利権はありません。許可基準は運用通知第 2 の 1 の(1)のイの

(イ)のｂ、第 1種農地の許可要件の例外規定、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：この件についても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 3番を議題と

し、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 36 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。申請地では地権者が周囲に住んでいないことや農業の経験がないことな

どの理由から長らく不耕作の状態となっておりました。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。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：この件についても問題ありません。 

 

議  長：それではこれより 5条の 1番についてを議題とし、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。現場事務所及び駐車場として

の用途による申請です。大分県が行う道路改良工事を請負った借人が工事期間中事務所を建築

し、駐車場として一時的に利用する計画です。申請地では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、申請地の一部にア

スファルト舗装を施しますが、雨水は表面を伝い申請地内或いは道路側溝に流れます。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 2番を議案と

し、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）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 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。太陽光発電施設用地としての

用途による申請ですが、平成 25 年に隣接する宅地も含めて太陽光パネルを設置した際、農地

部分において転用の許可を受けておりませんでした。そのため、今回両名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。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 3



番を議題とし、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）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 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。申請地の北側には譲受人の自宅がありますが、日常的に使用する駐車場の他に来

客用や子どもが帰省した際の駐車スペースが不足しておりました。申請地では、5 台分の駐車

スペースを設けます。隣接地と高さを合わせるため 65 ㎝のかさ上げを行いますが道に対して

は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。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：担当推進委員さんが来ていませんので意見書は上がっていますか。 

 

事 務 局：担当の清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、これより

5 条の 4 番についてを議題とし、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 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、ＪＲ浅海井駅

から概ね 300ｍ以内の区域内にある第 3 種農地の田です。事務所用地としての用途による申請

ですが、平成 9年 4月頃から許可を得ないまま事務所を建築し使用しておりました。現在も使

用しており、今回譲受人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。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：それでは担当の白田推進委員さんお願いします。 

 

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。これより 5条の 5番について

を議題とし、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 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 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。駐車場用地としての用途によ

る申請です。譲受人は自動車整備販売業を営んでおりますが、業務に必要な自動車を置くため

のスペースが不足しておりました。申請地では 3台分の駐車スペースを設けます。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。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：それでは担当の宮脇推進委員さんお願いいたします。 

3200 

佐伯 6区推進委員：何ら問題ございません。 

 

議  長：特に問題なしとの担当推進委員さんから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 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 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に使用するクヌギを 10 本植林します。植林に際しては、隣接

地から間隔を空け植林するため、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：それでは担当の小里推進委員さんお願いいたします。 

 

宇目 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。それではこれより 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。(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 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。農地法第 3条の 3件については、佐伯市農業委員会から許可した

いと思います。農地法第 4条の 3件、農地法第 5条の 7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。これより休憩に入りたいと思います。 

 



（休憩） 

 

議  長：それでは再開したいと思います。その他の事項なんですけども、農用地利用集積計画（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。 

 

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 55 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 3年が

2筆で 1,523 ㎡、契約期間 10 年が 48 筆で 63,938 ㎡、契約期間 20 年が 5筆で 3,526 ㎡、これ

らを合計すると 55 筆で 68,987 ㎡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、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：ただいま農用地利用集積計画（案）について説明がありました。これより質問等を受けたいと

思います。何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。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。それでは利

用権設定の推進についてを説明お願いいたします。 

 

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ので御連絡をお願いいたします。

今回の書類の締め切りは 11 月 15 日金曜日としております。書類の提出については農林課又は

各振興局の方へお願いいたします。 

 

議  長：次に農用地利用配分計画（案）の意見聴取についてを議題といたします。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。今月の案件は、令和 2 年

1 月 1 日の開始分になります。契約期間 10 年の田、4 筆、面積が 5,102 ㎡、畑、3 筆、3,937

㎡、契約期間 20 年の田、5 筆、面積 3,526 ㎡、合計 12 筆で面積が 12,565 ㎡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。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。これより意見等をお受けし

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。（ありません、の

声あり）ない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。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。それでは、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

についてを議題とし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。住宅地図の冊子 16 ページをご覧ください。今回の申請は、

空き家バンクに関連した農地の指定についてです。空き家バンクに登録された家屋からの耕作

距離は、直線距離で約 40ｍとなります。申請する農地は 1 筆で面積は 1.88ａとなります。空

き家バンクに登録された空き家を購入される方が農地の購入も同時に希望される場合は、後日

改めて 3条申請を行うこととなります。 

 

議  長：担当推進委員さんが今回欠席されてございますので、事務局意見書を読み上げてください。 

 

事 務 局：担当の清水推進委員からは、特に問題はない旨の意見書が提出されております。 

 

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。それでは空き家バン

クに登録された空き家に付随した農地について、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。空き家バンクに登録された空き家に付随し

た農地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。これで本日予定されておりました議案すべて終わりましたので副会

長の方にマイクを渡したいと思います。 

 

17 番委員：それでは令和元年第 11 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。 

 

（14 時 54 分閉会） 

 


