
令和 2年第 12 回佐伯市農業委員会議事録 

 

日  時： 令和 2年 12 月 1 日（火曜日） 14 時 00 分～15 時 18 分 

場  所： 佐伯市役所 6 階 第 2委員会室 

出席農業委員： 2 番 松尾 孫重      3 番 山田 美之     4 番 河野 周一    5 番 吉良 勝彦 

    6 番 波戸崎 孝      7 番 矢野 弥平    8 番 谷川 享宏     9 番 小野 隆壽 

   10 番 小野 美智子   11 番 竹中 裕子   12 番 高畠 千恵美  13 番 塩月 吉伸    

14 番 三又 勝弘     16 番 田原 俊秀   17 番 夛田 寿志 

欠席農業委員： 1 番 宮脇 保芳   15 番 巻矢 英雄 

事 務 局：事務局長 穴見 哲男  局長補佐兼総括主幹 橘 公展   副主幹 束木原 一義 

  事務員 児玉 真輝    

農 政 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 36 号議案 農地法第 3条の規定による許可申請について 

    第 37 号議案 農地法第 4条の規定による許可申請について 

第 38 号議案 農地法第 5条の規定による許可申請について 

第 39 号議案 農地転用許可に係る事業計画の変更承認について 

 その他 ①農用地利用集積計画（案）について(農政課) 

     ②利用権設定の推進について（お願い）（農政課） 

     ③農用地利用配分計画（案）の意見聴取について（農政課） 

 

 



事務局長：定刻となりましたのでただいまから令和 2年第 12 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、1番の宮脇保芳委員、15 番の巻矢英雄委員です。農業委員 17 名中、本日の

会議の出席委員は 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

報告いたします。また、農地利用 適化推進委員 27 名につきましては、新型コロナウイルス

感染予防対策といたしまして、3密を避けるために御遠慮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、11 月 10 日付けで許可となっておりますことを御報告い

たします。それでは会長が都合により欠席しておりますので、副会長にあいさつの方をよろし

くお願いいたします。 

 

副 会 長：（あいさつ） 

 

事務局長：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が、今回会長が都合により欠席してお

りますので、佐伯市農業委員会会議規則第 16 条の規定により、会長の代わりに会長の職務代

理者である副会長に議事の進行をお願いしたいと思います。副会長よろしくお願いします。 

 

議  長：それでは本日の議事録署名人を指名したいと思います。10 番小野美智子委員、11 番竹中裕子

委員にお願いいたします。よろしくお願いいたします。議事に入る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：議事に入る前に、いくつかの訂正がありまして、差し替えの議案書をお配りしていますので確

認をお願いします。まず、3ページです。農地法第 3条の 1番の 2番目の所の○○○○番○と

いう所です。取下げがありましたのでよろしくお願いします。次の 4ページの 8番の上から 2

番目○○○番○も取下げということがありましたのでそこもよろしくお願いします。それと 5

ページの農地法第4条の3番につきましては今回取下げということがありましたのでこちらも

よろしくお願いいたします。それを集計しまして2ページの方に全部記載されておりますので、

そちらで御確認をよろしくお願いいたします。それでは本日の農地案件の件数及び面積につき

まして説明をいたします。農地法第 3 条、件数は 8 件、田が 6,961 ㎡、畑が 3,050.88 ㎡、合

計面積が 10,011.88 ㎡。農地法第 4条、件数が 3件、田が 499 ㎡、畑が 1,068 ㎡、合計面積が

1,567 ㎡。農地法第 5条、件数が 5件、田が 435 ㎡、畑が 2,230 ㎡、合計面積が 2,665 ㎡。総

合計につきましては件数が 16 件、田が 7,895 ㎡、畑が 6,348.88 ㎡、総面積が 14,243.88 ㎡。

以上提案しますので審議の方よろしくお願いいたします。 

 

議  長：ただいま事務局より件数及び面積総括の説明がございましたが質問ございませんか。ないよう

ですので議事に入りたいと思います。それでは議案第 36 号農地法第 3 条の規定による許可申

請について議案審議いたします。それでは 3ページの 1番より推進委員の意見も含め事務局よ

り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、配布してい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す。3 条の 1 について提案させていただき

ます。住宅地図の冊子 1、2 ページをご覧ください。今回の申請は、親から子への贈与による



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

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借りて行います。農業

は譲受人 1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果樹を栽培するとのこと

です。取得後の耕作面積は 62.89ａ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。担当

の推進委員さんより農機具を持たずに農業が出来るのかとの意見が出ておりますが、申請受付

時に農機具は借りて行いますということで、事務局の方で聞き取りをしておりますので、これ

につきましては問題ないと思われます。 

 

議  長：ただいま事務局からの説明がありました。また、推進委員さんからの問題として農機具の件が

出ましたが、事務局の方で借りるということで確認を取っております。それでは 3条の 1番に

ついてこれより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。ありませんか。(ありません、の声あり)それでは 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：3条の 2番について提案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、

自己所有地で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。

農業は譲受人夫婦2人で行っているとのことです。農地取得後は野菜を栽培するとのことです。

取得後の耕作面積は 58.87ａ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。担当の推進

委員さんからは特に問題ない旨の意見書が提出されおります。 

 

議  長：事務局からの説明、また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意見を求めたいと思います。どなたかございませんか。（ありま

せん、の声あり）ないということですので、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。 

 

事 務 局：3条の 3番について提案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地です。譲受人は米

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。農地取得後は果樹を栽培するとのことです。取得後の

耕作面積は 82.06ａ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。担当の推進委員さんより特に

問題ない旨の意見書が提出されています。 

 

議  長：ただいま 3条の 3番について事務局より説明がありました。推進委員さんからも特に問題なし

ということです。これより 3条の 3番について意見等を求めたいと思います。どなたか御意見



ありませんか。（ありません、の声あり）ないとの声があります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番について事務局より説明をお願いし

ます。 

 

事 務 局：3条の 4番について提案させていただきます。住宅地図の冊子の 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用地です。譲受人は

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借りて行います。農業は譲

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 56.2821ａ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。譲受人は、失業保険等の関係

で現在住民票は福岡県糸島市ですが、佐伯市で生活をしています。来年 2月末までに住民票佐

伯市に移すとの確約をいただいておりますので申し添えます。また、生活の本拠があれば住民

票がなくても許可が可能であることを事務局の方から全国農業会議所に確認済みです。担当の

推進委員さんより、申請者の住所が現在糸島市にあるが、8 月末に帰郷、9 月から地元の農事

組合法人で研修中である。諸事情で 2月末には本市に転入するとのことであり問題ないと思わ

れるとの意見書をいただいております。 

 

議  長：事務局からの説明、また推進委員さんからの特に問題なしとの意見がございました。それでは

3 条の 4 番について意見等を求めたいと思います。どなたかございませんか。御意見がありま

したら挙手をもってお願いしたいと思います。（ありません、の声あり）なしとの声がありま

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 3条の 5番に

ついて事務局より説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：住宅地図の冊子 6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、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。農業は譲受人と父の2人で行っているとのことです。

農地取得後は引き続き米と野菜を栽培するとのことです。取得後の耕作面積は 75.79ａ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。担当の推進委員さんより特に問題ない旨の意見書が提出さ

れています。 

 

議  長：ただいま事務局から説明、また推進委員さんからの特に問題なしとの意見がございました。3

条の 5番についてこれより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。ありませんか。(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 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 3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：住宅地図の冊子 7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、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。農業は譲受人 1人で行っているとのことです。農地取得

後は引き続き野菜を栽培するとのことです。取得後の耕作面積は 40.06ａとなり、弥生地域の

下限面積 40ａ以上となります。今後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。担当の推進委員さんより特に問題ない旨の意見書が提出されています。 

 

議  長：ただいま事務局から説明がありました。また推進委員さんからも特に問題なしとの意見がござ

います。それでは 3条の 6番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。（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 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許可したいと思います。続きまして 3条の 7番について説

明をお願いいたします。 

 

事 務 局：住宅地図の冊子 8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。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 2年 7月に開催された第 7回農業委員会で指定されています。農業は譲受人夫婦 2

人で行うとのことです。農地取得後は野菜と果樹を栽培するとのことです。取得後の耕作面積

は 3.43ａとなり、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。担当の推進委員さんより

特に問題ない旨の意見書が提出されています。 

 

議  長：ただいま事務局から 3条の 7番について説明がありました。また推進委員さんからも特に問題

なしとの意見がありました。これより 3条の 7番について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。3 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許可したいと思います。続きまして 3条

の 8番について説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：住宅地図の冊子の 9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。譲受人は野菜と果樹を栽培しているとのことです。農業は

譲受人夫婦 2人で行っているとのことです。農地取得後は果樹を栽培するとのことです。取得

後の耕作面積は 68.8688ａ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

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。担当の推進委員さんよ

り、特に問題ない旨の意見書が提出されております。 

 

議  長：ただいま事務局から 3条の 8番について説明がありました。また推進委員さんからも特に問題

なしとの意見書が出ております。それでは 3条の 8番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。（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 8番について賛成される方の挙手を求めます。（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 5 ページの議案第 37 号農地法第 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。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について説明いたします。お配りしている地図の 10 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畑です。農地造成の用途による申請です。申請地は、

周辺農地より低く利用しづらく耕作放棄地となっているため、かさ上げして畑として利用する

計画です。造成後は、栗、シキミを作付けする計画です。申請地では 1.4ｍのかさ上げを行い

ますが、隣接道路から 1.0ｍ程控えた位置から盛土を行うため、今回申請地以外の農地、道路

への影響はないと思われます。木立土地改良区から当改良区の処理規定による協議が整い、合

意の意見書が添付されています。許可基準は、運用通知第 2－1－（1）－ア－（イ）－ｃ-（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いたします。担当推進委員さ

んからは、特に問題ない旨の意見書をいただいています。 

 

議  長：ただいま事務局から 4条の 1番について説明がございました。担当推進委員さんからも特に問

題なしとの意見書が出ております。これより4条の1番について意見等を求めたいと思います。

（異議なし、の声あり）異議なしとの声があり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。お配りしている地図の 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。農地造成の用

途による申請です。申請者は高齢となり、田で稲を作ることが出来なくなったため、畑にして

果樹を植えたいが現状のままでは低地のため、浸水被害にあう可能性があるためかさ上げする

計画です。造成後は梅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、両

隣接地は既に宅地として土留工事が完了しているので、土砂の流出、崩壊の恐れはないと思わ

れます。汐月水利組合から当組合の処理規定による協議が整い合意の意見書が添付されていま

す。許可基準は運用通知第 2－1－（1）－カ－（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いたします。担当推進委員さんからは、特に問題ない旨の

意見書をいただいています。 

 

議  長：ただいま事務局から 4条の 2番について説明がございました。また担当推進委員さんからも特

に問題なしとの意見書が出ております。これより意見等を求めたいと思います。（異議なし、

の声あり）異議なしという声がありましたのでこれより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番は取り下げてますので 4条の 4番について説明を

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 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。一般住宅としての用途によ

る申請ですが、申請者の親が許可を得ずに昭和 51 年 5 月 7 日から隣接する住宅の一部として

利用しておりました。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。なお、申請地は、隣接する河川の用地買収の残地と確認しています。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 2種農

地の許可要件に該当いたします。担当推進委員さんからは、本案件は無断転用ですが、申請者

の親が許可を得ず隣接する住宅及び物置の一部として使用しており、現地に関しては問題ない

旨の意見書をいただいています。事務局としても、無断転用については問題ですが、始末書か

らは農地法に対する知識が不足しており悪意がなかったことが確認でき、また、周囲への営農

に支障をきたすことが予想されないことから現地に関しては問題ないと思われます。 

 

議  長：4条の 4 番について事務局からの説明がありました。担当推進委員さんから始末書が出ておる

が問題はないという意見書が出ております。これより 4条の 4番について意見等を求めたいと

思います。（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 4 番について賛成される方の挙手をお願いいたします。（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 6 ページの議案第 38 号農地法第 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。1番より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 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。宅地分譲用地としての用途による申請です。譲受人が

5 区画分の分譲地を造成します。申請地では、5 区画分の分譲地を造成しますが、造成工事は

草刈りと整地のみのため土砂の流出、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。小田井堰土地改良区から地区除外等処理規定による協議が整い合意の意見書が添付さ

れています。許可基準は運用通知第 2－1－（1）－エ－（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いたします。担当推進委員さんからは、特に問

題ない旨の意見書をいただいております。 

 

議  長：ただいま 5条の 1番について事務局より説明がございました。担当推進委員さんからも特に問

題なしとの意見書が出ております。それでは 5条の 1番についてこれより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。（特になし、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 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 14 ページをご覧ください。申請地は、佐伯市弥生振

興局から概ね 300ｍの区域内にある第 3 種農地の田です。一般住宅及び進入路としての用途に

よる申請です。貸人の子である借人が借家では手狭となったため新たに住宅を建築することに

なりました。また、建築予定の住宅までには、進入路がないため併せて進入路も造成する計画

です。申請地では、木造平屋建て、建築面積 102.27 ㎡の住宅を建築します。造成工事行わず

現状のまま利用し、土留工事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、



汚水排水は集落排水に接続し、雨水は水路に放流します。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いたします。担当推進委員さんからは、周りが住宅地なので問題は

ないと思われる旨の意見書をいただいております。 

 

議  長：ただいま事務局より 5条の 2番について説明がございました。担当推進委員さんからも特に問

題なしとの意見書が出ております。これより 5 条の 2 番について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。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 15 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。一般住宅としての用途による申請です。

貸人の孫である借人の家族が増えて借家では手狭と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 61.07 ㎡の住宅を建築します。造成工事は

盛土を行いますが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、汚

水排水は合併処理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

件に該当いたします。担当推進委員さんからは、特に問題ない旨の意見書をいただいておりま

す。 

 

議  長：ただいま事務局より 5条の 3番について説明がございました。担当推進委員さんからも特に問

題なしとの意見書が出ております。これより5条の3番について意見等を求めたいと思います。

ありませんか。（特になし、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 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 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。駐車場用地としての用途に

よる申請です。譲受人経営の美容室は駐車スペースがなく路上駐車しているため、申請地に顧

客用の駐車場を整備する計画です。申請地では 3台から 4台分の駐車スペースを設けます。造

成工事は盛土は行わず、簡易舗装のみを行い利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、雨水は自然流下します。許可基準は、運用通知第 2－1－（1）－カ－（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いたします。担当推

進委員さんからは、特に問題ない旨の意見書をいただいております。 

 

議  長：ただいま 5条の 4番について事務局より説明がございました。担当推進委員さんからも特に問

題なしとの意見書が出ております。それでは 5条の 4番についてこれより意見等を求めたいと

思います。御意見ございましたら挙手をもってお願いいたします。（特になし、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 4 について賛成され

る方の挙手を求めます。（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 17 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。一般住宅としての用途による申請です。譲受人が

結婚して家族が増えたことにより、借家では手狭と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 55.82 ㎡の住宅を建築します。造成工事は盛

土を行いますが、土留工事を行うため、土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。また、

汚水排水は公共下水道に接続します。水利権はありません。許可基準は第 3種農地の許可要件

に該当いたします。担当推進委員さんからは特に問題ない旨の意見書をいただいております。 

 

議  長：ただいま事務局より 5条の 5番について説明がございました。担当推進委員さんからも特に問

題なしとの意見書が出ております。それでは 5条の 5番につきまし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。はい、山田委員。 

 

3 番委員：現地調査に行ったんですけども、この面積のわりに住宅が建つ隣の部分、今車が止まっている

横のあそこは庭にするとかいう話だったんですけど、図面上確認していただいたんでしょうか。 

 

議  長：事務局。 

 

事 務 局：はい、確認いたしまして、菜園という形で確認しております。 

 

3 番委員：了解しました。 

 

議  長：いいでしょうか。他にございませんか。御意見なければ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。続きまして次の議題に入る前にここで少し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。7 ページの第 39 号議案農地転用許可に係る事業計画の変更

承認について、次の申請についてこれより審議に入ります。事務局より説明をお願いいたしま

す。 

 

事 務 局：変更申請について説明いたします。議案書の 7 ページと地図の 18 ページをご覧ください。申

請地は平成 29 年 6 月 15 日付、指令南局農振第 15 の 21 号で農地法第 5条の転用許可、転用目

的賃貸住宅用地 8棟、権利の種類所有権の移転を受けており、事業の実施状況は、用地買収の

み完了し所有権も当初転用者に移転登記済みです。しかし、当初転用者が自社の経営の都合で

大型投資をすることが厳しい状況となり当初計画どおり賃貸住宅8棟を建設することが難しく



なりました。よって今後の土地活用について検討していたところ、近隣の企業より資材置場と

しての活用が出来ないかとの要望があり、今回変更申請により、転用目的を貸資材置場用地に

変更する計画です。申請では申請地周辺に本社を置く 2事業所の貸資材置場用地に変更する計

画です。なお、各事業所からの申請地までの距離は、約 270ｍと約 448ｍです。申請地からの

距離が約 270ｍの事業所は既存の資材置場が手狭となっているため申請地に木柱、ケーブル、

撤去設備、配管等の資材置場を設置し、申請地からの距離が約 448ｍの事業所は既存の資材置

場が事業所から離れているため事業所に近い申請地に 4ｔダンプ 2 台、残土、資材等を移転す

る計画です。造成工事では盛土は行わず簡易舗装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、雨水は自然流下します。当初計画で塩屋地区土地改良組合か

ら意見書をいただいていますが、変更後の事業計画について意見を新たに求める必要はない旨

を当土地改良組合より確認しています。なお、申請地は、土地改良法による換地処分が行われ

ている第 1種農地の畑のため、許可基準は住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居

住するものの日常生活又は業務上必要な施設で集落に接続して設置される例外的な許可に該

当します。本案件については、担当推進委員に関する事項のため、佐伯市農業委員会会議規則

第 10 条の議事参与の制限にあたりますので、担当推進委員に代わり現地調査担当農業委員よ

り農地転用申請に係る意見書をいただいています。つきましては現地調査担当農業委員さんよ

り意見書の読み上げをよろしくお願いいたします。  

 

議  長：事務局の説明が終わりました。本案件は、担当推進委員の議事参与にあたりますので、代わり

に現地確認を行った 3番委員さんから意見をお願いいたします。 

 

3 番委員：意見といたしまして申し上げます。本来は計画通り実施すべきところでございますが、事業計

画者の状況等を鑑みたところ、計画の実施は困難と思われます。このままの状況では周囲に及

ぼす影響も大きいため農業委員会の判断といたしましては、今回の事業計画の変更は妥当なも

のと思われます。 

 

議  長：3 番委員さんからの意見が終わりました。これより農地転用許可に係る事業計画の変更承認に

ついて意見等を求めたいと思います。どなたか御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。農地転用許可に係る事業計画の変更

承認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。農地転用許可に係る事業計画の変更承認につきましては、本委員会と

して許可相当として県知事の方に意見を進達したいと思います。それでは今回の議案案件を取

りまとめます。第 36 号議案農地法第 3 条の 8 件につきましては許可したいと思います。第 37

号議案農地法第 4条 3件、第 38 号議案農地法第 5条の 5件と第 39 号議案農地転用許可に係る

事業計画の変更承認につきましては本委員会として許可相当として県知事の方に意見を進達

したいと思います。それではこれより再度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。ただ今よりその他の議案、農用地利用集積計画（案）につい



て議題といたします。それでは農政課お願いいたします。 

 

農 政 課：農政課の泉です。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 67 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 6年

が 58 筆で 47,254 ㎡、契約期間 10 年が 9筆で 13,079 ㎡、これらを合計すると 67 筆で 60,333

㎡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：ただいま農政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。これより質問等

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。

それではただいまより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農政課お願いいたします。 

 

農 政 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こし

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、該当する推進委員の方にリストを

送付いたします。農業委員の皆様も相談等受けた場合は御協力の程よろしくお願いいたします。

なお、設定用紙が必要な場合は御連絡いただければお届けいたします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 12月 15 日火曜日とさせていただきます。書類の提出につき

ましては農政課又は各振興局の方へお願いいたします。以上よろしくお願いいたします。 

 

議  長：今月の締め切り 12 月 15 日になっております。どうぞよろしくお願いします。続きまして農用

地利用配分計画（案）について農政課より説明をお願いいたします。 

 

農 政 課：農政課水田畜産振興係の首藤です。よろしくお願いします。御手元の農用地利用配分計画（案）

に添って説明を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 3 年 2 月 1 日開始分 53 件になります。契約期間 6 年のもの、新規で

登記地目が田、16 筆、8,853 ㎡、更新で登記地目が田、31 筆、29,592 ㎡、契約期間 10 年のも

の、新規で登記地目が田、1 筆、738 ㎡、畑、1 筆、976 ㎡、更新で登記地目田、4 筆、8,038

㎡、以上合計 53 筆、合計面積が 48,197 ㎡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：ただいま農政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。どなたか御意見



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。 

 

農 政 課：この時間をお借りしまして一点農政課の方から御報告というかお願い、御案内をさせていただ

きます。先程御手元の方にオーガニック推進大会のチラシを配布させていただきました。もっ

と早く皆さんにお示しできればよかったんですけども、やっとチラシが出来ましたので御確認

いただいて、お近くの御家族、御友人の方等御興味のある方がいらっしゃれば声掛けの方をお

願いできればと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

議  長：農政課より 12 月 12 日の佐伯市オーガニック推進大会について、お忙しい中と思いますが是非

参加の方をよろしくお願いしたいと思います。これにて全ての議案が終了いたしました。以上

をもちまして令和 2年第 12 回佐伯市農業委員会を終わりたいと思います。 

 

（15 時 18 分閉会） 


