
令和 2年第 9回佐伯市農業委員会議事録 

 

日  時： 令和 2年 9月 1日（火曜日） 14 時 00 分～17 時 3分 

場  所： 佐伯市役所 6 階 第 2委員会室 

出席農業委員： 1 番 宮脇 保芳     2 番 松尾 孫重    3 番 山田 美之     4 番 河野 周一 

    5 番 吉良 勝彦     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    15 番 巻矢 英雄   16 番 御手洗 大悟  17 番 夛田 寿志 

欠席農業委員： 6 番 波戸崎 孝 

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 

   副主幹 天野 仁    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 27 号議案 農地法第 3条の規定による許可申請について 

    第 28 号議案 農地法第 4条の規定による許可申請について 

第 29 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） 

          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 

     ⑤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 

     ⑥非農地証明願について 

     ⑦非農地通知について 

 

 



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 9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番の波戸崎委員です。農業委員 17 名中、本日の会議の出席委員は 16 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、コロナウイルス感染発生防止対策としまして、3密を

避けるために出席の方を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、8月 11 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、会長に議事の進行の方

をよろしくお願いいたします。 

 

議  長：それでは本日の議事録署名人を指名します。議事録の署名人は 4番河野周一委員、5番の吉良

勝彦委員にお願いします。議事に入ります前に事務局から議案の説明をお願いします。 

 

事務局長：議事に入ります前に、議案書の 5ページをお開きください。5ページの 3番の所有権移転の案

件が今回都合により 1件取下げとなりましたので、ここの所は取下げでお願いします。それで

は 2ページをお開きください。本日の農地案件の件数及び面積総括表ということで、農地法第

3条、件数が 6件、田が 5,483 ㎡、畑が 0です。合計が 5,483 ㎡。農地法第 4条、件数が 3件、

田が 1,976 ㎡、畑が 1,534 ㎡、合計が 3,510 ㎡。農地法第 5条、1件取下げということで件数

が 6件、田が 1,652 ㎡、畑の所が取下げになりましたので 6,630 ㎡、合計面積が 8,282 ㎡。合

計件数も 16 件が 15 件になりまして、田が 9,111 ㎡、畑が 8,164 ㎡、総合計が 17,275 ㎡。以

上提案いたしますので審議の方よろしくお願いします。 

 

議  長：それではただいまより議事に入りたいと思います。第 27 号議案農地法第 3 条の規定による許

可申請について、1番より順次進めていきたいと思います。 初に事務局から 3条の 1番の議

案の説明をお願いします。 

 

事 務 局：それでは 3条の 1から説明させていただきたいと思います。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。住宅地図冊子の 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、自己所有農地で飼料作物の栽

培や畜産を行っ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。農地取得後

は、飼料作物の栽培と一部農業用倉庫として活用するとのことです。取得後の耕作面積は 49.79

ａ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。担当推進委員さんから特に問題ない旨

の意見書が提出されております。 

 

議  長：これより農地法第 3条の 1番について委員の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)特になしとの意見のようでございます。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）挙手多数

であります。よって 3条の 1番について許可をいたします。続きまして第 3条の 2番と 3条の

3番は関連がありますので一括して事務局説明をお願いします。 

 

事 務 局：住宅地図の冊子 2ページをご覧ください。3条の 2、3は関連しますので一括して提案させてい

ただきます。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 133.53ａ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。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ております。 

 

議  長：これより農地法第 3条の 2番と 3番について意見を求めたいと思います。どなたかございます

か。（ありません、の声あり）意見なしということでございます。それでは 3条の 2番と 3番

について賛成される方の挙手をお願いします。（挙手多数）挙手多数でございます。よって許

可することといたします。それでは次に 3条の 4番について説明をお願いします。 

 

事 務 局：住宅地図の冊子の 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、農業振興地域外の農地です。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 1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 48.31ａ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。担当推進委員さんから特に問題ない旨の意見書が提出されております。 

 

議  長：これより農地法3条の4番について委員の意見を求めたいと思います。どなたかございますか。

特にないようでございます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

の挙手を求めます。（挙手全員）挙手全員であります。よって 3条の 4番については許可する

ことといたします。続いて 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：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。譲受人は自己所有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。農業は譲受人夫婦 2人で行っているとのこ

とです。農地取得後は米を栽培するとのことです。取得後の耕作面積は 86.70ａとなり、宇目

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から特に問題ない旨の意見書が提出され

ています。 

 

議  長：それでは農地法 3条の 5番について皆さんの意見を求めたいと思います。どなたかございます

か。（ありません、の声あり）なしとの意見であります。よって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お願いします。（挙手全員）挙手全員であります。

よって 3条の 5番について許可いたします。続きまして 3条の 6番について事務局説明をお願

いします。 

 

事 務 局：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用地です。譲受人は自己所有地で麦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

地取得後は果樹を栽培するとのことです。取得後の耕作面積は 43.94ａ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から 2 点程意見が挙がってきております。1 点目、

譲渡人は、本土地を時効取得して間もない申請である。農地の時効取得は取得した者がその土

地について継続して営農することが認められるとして登記が成立したものと考える。2 点目、

取得者の利用目的は樹園地であり、利水調整に参加しない営農が行われることにより他の農業

者の農業水利が阻害されると考えられる。申請土地の水利は用水施設により用水が賄われてい

る。水路延長に対して受益面積は小規模であり、水利組合の存続が危ぶまれる。水田としての

利用は考えられないのかという 2点の意見が挙がってきております。 

 

事 務 局：ちょっと補足をさせてください。今の 2点の意見。荒木推進委員さんからの意見です。まず一

つ時効取得したばっかりじゃないですかという意見です。農業委員会の許可を得ずに農地の所

有権が移るというのは相続ともうひとつは時効取得。こういったものは皆さんのテーブルに乗

っていきません。法務局に直接、許可書がなくてもいけます。もちろん相続というのは、その

方が例えば東京に住んでいる 1人の子どもさんしかいない人であれば、そこに相続登記がなさ

れればその農地の所有者はその東京の人になります。それには農業委員会の許可はいりません。

それともう一つ時効取得といって 高 20 年その農地を占有していたら時効取得によって農地

の所有権が農業委員会の許可がなくて動いていくということがあります。この案件は、先程委

員さんからお話があったのは、今年の 4 月ぐらいにその登記がなされているような案件です。

ただ、時効取得をした一番始まりは、平成 5年ぐらいが占有が始まったということになってお

ります。ですから、法務局等に確認したところ、委員さんの意見は登記をする時に将来的には

農地を使うということで時効取得の登記をしたんじゃないですか、それをもう売るなんてとい

う御意見なんですよね。ただ、法務局と話をした時に、あくまでもその方が、このケースであ

れば 20 年間農地を農地として占有をしていたという事実があれば、それから先に農地を営農

していかんといけないというのは特に時効取得の原因にはなってないというようなお話です。

荒木推進委員は土地改良区の世話役もされてて本人と私話しました。これはお願いというよう

な形で意見を言わせてもらうというふうにお話をしていました。出来るだけ農地の時効取得を

した場合においてもその方ができたらずっと営農してほしいというような意見ですというよ

うな話がありました。私の方から再度確認ということで推進委員さんと話したのは、この農地

を荒らさないような方法をちゃんと指導していきますということで時効取得で取得した人が

今まさに 3条で次の人に動こうとしている訳ですよね。その時にちゃんと 3条が今度は農業委

員会にかかって、ちゃんと農業をされる人にしか動かしたらいけないよということでいま審議

にかかってます。ということで、推進委員さんとは本人に時効取得をした人について今後荒ら



さない工面、方法で農地を管理してください。その中の選択肢としてはもう自分が出来なくな

ったから人に譲るということもありうるのかなということで、そういうのはこの意見に対して

そういうお話をしました。もう一つ下の方に水利の話なんですけども、ここですね結局ポンプ

アップをしているような所なんですよ。今までお米を作っていた所がさっき申請の中であった

ように果樹にするということになれば、元々ポンプを上げて利用していた人数が、大規模じゃ

なくて、例えば 8人しかいなかった時にポンプアップの代金を 8で割るのか今まで通り 9で割

るのかという所があるから農業委員会にそういう利用、こういう申請が出た時に出来たらそう

いう状況もあるから、引き続き米じゃいけないんですかというようなこともお願いを言っても

らえんでしょうかというような意見でした。それについても、そういう事情があればこういう

意見がありますけども、ただそれを我々が縛るということは非常に難しいかなと思っています

けど、先程の児玉の方から読み上げた意見書というのは、そういった中身でありますので、今

私が言ったような方法で推進委員さんにも説明して納得をいただいているような状況であり

ます。若干補足をさせてもらいました。 

 

議  長：事務局からの説明が終わりました。第 3条の 6番について皆さん方の御意見を伺いたいと思い

ますがどなたかございますか。 

 

議  長：これ樹園地にするというんじゃろ。 

 

事 務 局：申請は果樹で。 

 

議  長：はい。 

 

13 番委員：あまり記憶がはっきりしないんですけど、例えば 1種農地の水田地帯を今から基盤整備とかそ

ういうのをする時に 20 パーセントは畑地化しなさいという上からの決まりがありますよね。

そういう面からでも今までの水田を次の持ち主が畑地化するということはその法からいくと

基盤整備じゃないんですけどね、その中の一つの付随に入ってくると別に無理でもないんかな

ていう、そっから解釈するとですよ、だけどここの先程言った 9人が 8人になって水利権の支

払いの問題もいろいろありますけど、だけどそれでもやっぱり農業を果樹園に替えても維持し

ようとする心があるならば良いんじゃないかと思うんですけど、ちょっと私もはっきり、モヤ

モヤの中で聞いているんですけど。そういう事です。だからちょっとわかりづらいんですよね。 

 

議  長：塩月委員の質問に対して事務局の説明がございますか。 

 

事 務 局：今の畑地化の事業については、特に我々が専門的に畑地化事業やっているわけではありません

が、確かに今は水田から高収益作物の畑地化へという流れは大きな流れはあります。はっきり

2 割以上は何とかという決まりは私の手元に資料はありません。ただ元々田んぼを持っている

人が所有権移転なしに、その人が田んぼは出来ないから栗を植えようとかそのまま植えようと

いうようなことはよくあってます。特に一時転用ということでかさ上げしなければそのまま植

えることについては我々特に問題視しておりません。ですから荒木推進委員が言っている意見



というのが皆さんこうじゃないと絶対許可がおかしいじゃなくて、そういった事情もあります

から農業委員会事務局さんそういった所には配慮してくださいというお願い的意見だったと

いうことで皆さん理解をしていただければと思います。 

 

議  長：確かにこの周辺、私の会社が麦作をしているんです。ここだけでも 60ａ程麦を耕作しています。

全体から言ったら地区の人も水利権の問題も当然出てくると思うんですけど、我々は水をもら

えないから麦作の方に変更している、そういう状態ですから荒木推進委員が水田として水利権

の問題を言われたんですけど、そこの所地元の耕作者としての考え方はどうなのかなと。上流

の方は水がどんどん入るんですけど、我々下流域になると全く水がもらえないというような状

況で、しかも使用料、電気の使用料が高いんですね、10ａ当たりの単価が、だから私たちはそ

んな所でお米を作っても採算ベースに乗らないから麦作に変更しますよ。そういうことで私ど

もが作っているのが実態なんですね。そこらも加味していただければと思いますけど。 

 

議  長：他にどなたか御意見ございますか。特にないようでございますので 3条の 6番について賛成さ

れる方の挙手をお願いいたします。（挙手多数）挙手多数であります。よって 3条の 6番につ

いては許可することといたします。続きまして議案第 28 号農地法第 4 条の 1 番より審議に入

ります。事務局 4条の 1番の議案の説明をお願いします。 

 

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種農地の田と畑です。植林とし

ての用途による申請ですが、昭和55年頃に申請者の親が許可を得ずに杉と檜を植林しました。

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。新たに植林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 2－1－（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しま

す。担当推進委員さんからは、本案件は山林に囲まれた土地で申請者の親の代から既に長期間

山林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おります。事務局と

しても、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：それでは第 4条の 1番の議案について意見を求めたいと思います。どなたかございますか。特

に意見がないようでございます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）挙手全員であります。よって第 4条の 1番に

つきましては承認したいと思います。続きまして 4条の 2番の議案に入ります。事務局 4条の

2番の議案説明をお願いします。 

 

事 務 局：4条の 2について説明します。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、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。貸駐車場用地と

しての用途による申請ですが、申請者が平成 12 年 11 月 1 日に宗教法人の駐車場として使用し



ていました。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 2種農地の許可要件に該当します。担当推進委員さんからは、本案件は申請者は転用許

可が必要とは知らなかったため、始末書が添付されていますが、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。また、事務局としても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：それでは第 4 条の 2 番の議案について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）特に意見なしとの意見のようにあります。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）挙手全員で

あります。よって 4条の 2番につきましては承認したいと思います。続きまして第 4条の 3番

の議案について事務局説明をお願いします。 

 

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、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。貸駐車場用地としての用途

による申請ですが、申請者が平成 20 年に周辺住民用の駐車場として使用していました。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 2種農地

の許可要件に該当します。担当推進委員さんからは、本案件は始末書にあるとおりすでに長期

間駐車場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：それでは第 4 条の 3 番の議案について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）特になしとの意見のようであります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）挙手全員であり

ます。よって第 4 条の 3 番につきましては承認したいと思います。続きまして議案第 29 号農

地法第 5条の 1番より議案審議に入ります。5条の 1番の議案の説明を事務局お願いします。 

 

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種農地の畑と田です。事務所及び倉庫として

の用途による申請です。譲受人は個人の住宅に本社を置き、離れた場所にある借家の事務所及

び倉庫を借り建築業の営業を行っている状況です。現在まで、手狭な事務所と倉庫、また、本

社との一体性がなく不便な営業をしてきました。そのため、今回申請地を自社の本社事務所及

び倉庫として使用する計画です。申請地では、木造平家建て、建築面積 82 ㎡の事務所と建築

面積 140 ㎡の倉庫を各 1棟建築します。造成工事は整地を行い、隣地境界には擁壁を設置する

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

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：それでは 5条の 1番の議案について意見を求めたいと思います。どなたかございませんか。な

いですか。特にないようでございます。取りまとめたいと思います。第 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）挙手全員であります。よって 5 条の 1

番については承認したいと思います。続きまして 5条の 2番の審議に入ります。事務局議案の

説明をお願いします。 

 

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。太陽光発電施設としての用

途による申請です。申請地ではスイカを作付けしておりましたが、地権者は現在他で仕事をし

ており耕作まで手が回らないため、また、申請地を積極的に利用する者が他にいないため、耕

作、管理していくことに苦慮しておりました。申請地では164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。なお、太陽光発電施設の設置後の管理等については、

責任を持って確実に行う旨の誓約書の確約を申請者からいただいております。また、申請の添

付書類として周辺への事前説明等を終えている旨の誓約書を提出してもらっていますが、再度

説明を必要とする方については連絡をいただければ個別に対応させていただく旨を確認して

います。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。担当推進委

員さんからは、周囲住民の意見は全ては反対ではないが太陽光発電施設に拒否する意見があり

ます。太陽光発電施設に反対しますとの意見書をいただいております。 

 

議  長：それでは 5条の 2番について委員さんの意見を求めたいと思います。はい、巻矢委員。 

 

15 番委員：私は法律の事はあまり詳しくわからんのだけど、この太陽光パネルが地域の家の近くに建てる

のは何も法律に違反とかそういうのはないんじゃろうか。それが、ひと十年前ほど建てた氏が

太陽光のパネルの光が反射すると言ってから建売の住宅の中の一画が家を壊して太陽光パネ

ルをしたおりに、光が反射すると言って出ていった人もおるんで。だからそういう規制とかい

うのは何にもないんじゃろうか。ここに作ると言ったらそれで出来るものなんじゃろうか。 

 

議  長：はい、事務局何か説明することがあれば。 

 

15 番委員：木立で 10 年程前犬猫の火葬場を黙って作って今でもパネルなんかが立って、ものすごく問題

になって今でももめよるんじゃけど、そういう決まりとかいうんがどの程度あるんかちょっと

わからんのじゃけど教えてもらえんじゃろうか。 

 

議  長：事務局お願いします。 

 



事 務 局：太陽光に関して、管轄的にはうちではなくて経産省の関係の方になるんですけど、そこの中の

決まりというのは、メガ施設という大きな施設になればそういう形の規制はあるんですけど、

家庭でするものに対しては何も規制がないということでですね、ただ設置するに当たっては住

宅と一緒で隣近所との話し合いの中でうまく進めてくださいよということは言っております。

それで、うちの方の許可の中でいくと、太陽光を付けることについての審議というのはなかな

か出来ない所がありまして、この土地を農地として農地以外のものにしてもいいかなというこ

との審議になると思うんです。その中の太陽光を付けることは、そこの住民とそこの業者、も

しくは取得する所の協議の中で仮に光が出るのならそこに塀を付けて相手に見えない、遮るよ

うな形をするという協議をうちの方からもそういう話が出てきてますからしてくださいねと

いうお願いはしております。でもうちからのそこにそういうことをしなさいということの、な

かなか言える所がないと言いますか、こっちの審議の中ではふれることが出来ませんのでお願

いという形で皆さんに言って、この中で了解をもらっているという所であります。 

 

議  長：はい、巻矢委員。 

 

15 番委員：隣近所、地域の隣とか建てている所の氏が一件でも反対したら太陽光は付けられんというわけ。

そういうわけじゃないんやろ。 

 

事 務 局：付ける付けらんは、そこの設置者とそこの住民との話し合いの中で、意見がそういうふうにあ

るのならその人と和解できる状態の話し合いをしてもらうとかですね、そういうことをしてく

ださいということの、うちはお願いという形でして、それは行って話し合いをしますというこ

との形を申請者の方からもらってはいるという状態です。 

 

15 番委員：申請した人が申請したらそのとおりになるということやな。早い話。 

 

事 務 局：申請してなるという、許可は下りてもここで反対にそういう設置をする時に、そこの住民との

そういう話があったりすればそこではお互いどうしが強制的に出来るというもんじゃないと

思います。それをして設置し終わった時点で経産省ですか、そちらの方に報告書みたいな形を

上げていく時にそこが通るかどうかというのは 終審査が向こうの方ではあるかと思います。

だからお互いの協議の中でいくとは思うので、そういう強引な仕方では進められてはないと思

います。 

 

議  長：事務局。 

 

事 務 局：今局長から話があったんですけど、なかなかわかりにくい話ではあると思っています。我々が

協議をしている話、転用の許可、県に対する意見書を今どういう意見書を出そうかという審議

をしているんですけども、太陽光だからとか家が建つからとか、そういった太陽光はいいよ、

家なら悪いよとかいうような話というよりも先般研修会でお配りした農地法という冊子があ

るんです。その中で何を審査しないといけないかという話なんですね。 

 



15 番委員：農業委員会は、作っていいとか悪いとかいう審議というんじゃないというのはわかるんよ。転

用するかせんか、審議の場だからそれはわからんでもないんよ。した場合は、後はもう地場の

氏で話をするということやろ。 

 

事 務 局：その後のこと。 

 

15 番委員：後のことはな。犬猫の時もそうだったんですよ。後でするといったって許可を出しとったらバ

ックはきかんのよなぁ。 

 

議  長：事務局。 

 

事 務 局：それでですね、今私たちが出来る範囲というのがそもそもこのソーラーシステムを置くのがい

いか悪いかというのを審議しよるわけじゃなくて、雑種地に宅地にソーラーを置くとしたら

我々何の手出しも出来ない話ですよね。たまたまこれが農地だからこの話が出ているだけであ

って本来はソーラーが良いか悪いかというのは、またこことは別の所で本来は審査をするべき

ことだと思います。アフターフォローの話を含めてですね。ただ我々としたらやっぱり地域の

中で各佐伯市以外の所でもいろんな問題が起きているから 低限でも説明は絶対してますか

という話とアフターについても確約書をうちに出してもらっているというような状態です。た

だ一人でも反対がいた時に許可を出すべきじゃないという判断は非常に難しい判断になるか

と思っています。 

 

議  長：はい、巻矢委員。 

 

15 番委員：この近辺の住宅からは確約書が出ているんじゃろうか。 

 

議  長：はい、事務局。 

 

事 務 局：確約書という形じゃなくて、昨日も来たんですけど、区長さんとか何人かの地権者を集めての

話し合いはしたと。その中で進めたけど、そういう人がいるということを伝えたらですね、も

う一度そこの業者さんがそういう所に私たちが説明に行って、後の管理も必ずするからという

ことを了解をもらったもんですから今回そういう形で皆さんにお知らせした状態です。 

 

議  長：はい、巻矢委員。 

 

15 番委員：建てるんが悪いとか良いとかいう議論の問題じゃないんじゃ。ここの議論は転用がいいか悪い

かという議論じゃけど、転用したはいいが、する方は転用できたけいいんじゃとやられたら地

域の人は困るもんな。確約書とか何か出とるんなら別に構わんですよ。現に木立でもものすご

くもめているんですよ。田の横に家を後で作ってから今度野焼きをしたら煤が飛ぶからと市役

所に電話してから断りに行けと市役所が言うんだから、ちょっと理解に苦しむことが多いんで

すよ。 



 

議  長：何か事務局の方でまだ説明がございますか。 

 

事 務 局：事務局から何ですけども、先程確約書という話が出たんですけども、太陽光発電施設の農地転

用許可申請にあたっては周辺住民への説明等を終えているということで、申請者と区長さんの

方から連名で誓約書という形をいただいております。周辺住民の方に対して説明会等を開いて、

説明をして理解を得ているということをいただいております。あと、後の管理についても責任

を持って行う旨の誓約書はいただいております。 

 

議  長：はい、巻矢委員いいですね。他にどなたか御意見ございますか。特にないようでございます。

それでは第 5条の 2番について意見を取りまとめたいと思います。賛成の皆さんの挙手をお願

いします。（挙手全員）挙手全員であります。よって第 5条の 2番につきましては承認いたし

ます。続きまして第 5条の 3番取下げですから 4番の説明をお願いします。 

 

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。植林の用途による申請です。

申請地では米を作付けしておりましたが、地権者は現在他で仕事をしており耕作まで手が回ら

ないため、耕作することが困難な状態となっておりました。そのため、譲受人がクヌギを植林

し、シイタケ栽培の原木として利用しようと考え申請をすることになりました。申請地ではク

ヌギを 92 本植林します。隣接地からは距離をとって植林するため、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。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：それでは第 5条の 4番について皆さん方の意見を求めたいと思います。どなたか意見ございま

すか。（ありません、の声あり）特になしとの意見のようであります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）挙手全

員であります。よって第 5条の 4番について承認したいと思います。続きまして第 5条の 5番

について事務局説明してください。 

 

事 務 局：5条の 5について説明いたします。5条の 5の説明の前にお配りしている右上に 4条・5条別紙

資料の方を説明いたしますので、御手元の資料の1枚紙で両面で右上に4条・5条別紙資料（1/2）

又は裏面（2/2）ということで、御手元にありますでしょうか。5条の 5の説明に入る前にこち

らの資料で右上の方で（1/2）ということで、今回 5 条の 5 については、第 1 種農地というこ

とになります。下線を赤で引いている所ですけども、農地区分の方が第 1 種農地になります。

概ね 10ha 以上の規模の一団の農地の区域内にある農地で、許可の可否としては原則不許可と

なっております。同じ資料で裏面なんですけども、農地転用許可基準ということでありまして

不許可の例外規定、第 1種農地に関してなんですけども、今回は下線を引いてます例外規定と

いうことで、住宅その他周辺地域に居住するものの日常生活等に必要な施設で集落に接続して

設置されるものということで第 1種農地ではあるんですけども、例外規定で許可の基準となっ

ております。集落に接続してということで、今回、集落接続ということで、3戸家が隣接して、



住宅がありましてそちらに駐車場ということで接続して許可の基準を満たすということでな

っております。それで前置きなんですけども説明の方を終わらせていただきます。続けて 5条

の 5 について説明をさせていただきます。地図の方は 12 ページになります。申請地は、集団

農地の 10ha 以上の第 1 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。申請者の

会社敷地には事業用及び従業員用の専用駐車スペースがなく、代替地も検討しましたが地権者

との折り合いがつかず、また、周辺が農振地域のため適切な代替地がないため、当該申請地を

駐車場として使用する計画です。申請地では、10 台分の駐車スペースを設けます。造成工事は

盛土を行いアスファルト舗装を行いますが、コンクリート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。弥生土地改良区から、条件に照らして農地転用は差し支えな

いが、隣接する西側の田の排水を確保することの旨の意見書が添付されており、当該対応とし

て北側境界沿いに排水路を確保する計画です。許可基準は運用通知第 2－1－（1）－イ－（イ）

－Ｃ－（ｅ）、第１種農地の許可基準の例外規定、住宅その他申請に係る土地の周辺の地域に

おいて居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるものに該

当します。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：それでは第 5条の 5について意見を求めたいと思います。どなたかございますか。特にないよ

うでございますので取りまとめたいと思います。第 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）挙手全員であります。よって第 5条の 5番につきましては

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。同じく説明に入る前に先

程見ていただきました資料の右上に 4条・5条の別紙資料とありまして（1/2）ページの方なん

ですけども、下側になるんですけども、こちらも農地区分の御説明です。今回 5条の 6につい

ては第 3 種農地という区分になります。判断した理由としてはおおむね 300ｍ以内に以下の施

設がいずれかが存することということで、鉄道の駅、高速自動車道等の出入り口、県庁、市役

所、これらの施設に類する施設等ということで、今回は近くに佐伯市本匠振興局がおおむね 300

ｍ、距離にして約 150ｍの範囲内にあるため第 3 種農地の農地の判断をしております。それで

は続けて説明に入らせていただきます。申請地は、佐伯市本匠振興局からおおむね 300ｍの区

域内にある第 3種農地の田です。事務所の用途による申請です。譲受人が申請地に郵便局舎を

新築する計画です。既存の郵便局舎は隣接する河川からの水害を受けるため移転が必要であり、

また、建築後５０年を経過し耐震性がなく老朽化しているため新たな郵便局舎の建築が必要で

す。申請地では、鉄骨造平家建て、建築面積 97.98 ㎡の事務所を建築します。外構工事は、境

界縁石、擁壁等の施工を行うため、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、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、許可をすることができるに該当

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：それでは5条の6番について皆さん方の意見を求めたいと思います。どなたかございませんか。

特にないようでございます。それでは 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）挙手全員であります。よって第 5条の 6番については承認したいと思い



ます。続きまして 5条の 7番について説明をお願いします。 

 

事 務 局：5条の 7番についてなんですけども、申請者は同一なんですけども、同じ地区で申請地が分か

れているため 5条の 7については 2つに分けて御説明いたします。まず 初に 5条の 7の 1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。太陽光発電施設としての用途による

申請です。申請地ではミカン等を作付けしておりましたが、地権者は高齢で耕作を行うのが難

しく、また、後継者もいないため耕作、管理していくことに苦慮しておりました。申請地では

各筆 216 枚の 2筆合計 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。なお、太陽光発電施設設置後の管理等については、責任を持って確実に行う旨の確約

をいただいております。また、申請の添付書類として周囲への事前説明を終えているという旨

の誓約書を提出してもらっていますが、再度説明を必要とする方については連絡をいただけれ

ば個別に対応させていただく旨の確認をいただいております。水利権の方はありません。許可

基準は、第 2種農地の許可要件に該当します。担当推進委員さんからは、意見ですけども、周

囲住民の意見に反対意見があり施設建設についてその意見を無視して問題がないとは言えま

せん。施設建設に反対ですとの意見書をいただいております。 

 

議  長：それでは、第 5条の 7番について皆様方の意見を求めたいと思います。どなたかございますか。

はい、巻矢委員。 

 

15 番委員：今さっき説明してからおおむね賛成と聞いたんだけど、反対する氏もおると思うんよ。必ず、

ここで。その折でもやっぱり強引にいってもいいというわけ。こっちが許可出さんかったら出

来んのやねえんな。 

 

議  長：事務局説明してください。 

 

事 務 局：そこの所の説明の関係で委員さんが同じ人が説明したという所でありますが、許可の基準の中

でいくと、そこは 2種農地である所の転用の可能性が極めて高いという所と、そこの判断にな

る所に、今言ったようなそういうことに対して反対という所に審議の所が、そこの所に対して

それから先のことのやり取りはこちらがなかなか言える所ではないんですけど、やっぱりそう

いうことに対して先程言ったように言っております。しっかりとその風にしてくださいという

ことは言っております。それによって審議するかどういうふうにするかという所のですね、ま

た個人に入ってまたそこでどういう形になるかというのはまたその先のことかと思います。う

ちの方のそこで止めるということの反対に権限がないものですから、そこに対しては今のとこ

ろはないけど、ただそれをそのままにすることも出来ないということで、うちもそういう所の

住民とのあれもあるし、いろんな業者との関係もありますからそこは十分いろいろ聞いたり考

慮したりしてから、中で一応申請者の方に対してはしっかりそこの所は必ずやってくださいと、

それと、もしなんかあった時には必ずそこで解決してくださいということを強くうちの方は言

っている所であります。 



 

議  長：巻矢委員。よろしいですか。三又委員。 

 

14 番委員：これ昔は農業委員会にかける時には隣接の許可とかいちいち隣近所の許可を持って行って出し

て農業委員会にかけんと絶対通らんかったんです。それが農業委員会の法改正かなんかあって、

そういう許可がないでも申請して通るようになって、その代わり今事務局が言うような、いろ

いろ隣近所のあれを持って来てくださいよ、いいですかというようなものを付けてというよう

なことは言ってましたけど、法的にはこれが、太陽光をするとかせんとかいう、悪かったらこ

こで何か問題があったら農業委員会で否決すればいいしというような状況になっていると思

いますので、私の知っている限りは、どうですかね。 

 

議  長：事務局。 

 

事 務 局：三又委員から話があったように、法律改正というか国の方から文書が来ています。先程三又委

員が言ったとおりなんですよね。農業委員会の地目変更、4 条、5 条の時に、隣接地から必ず

承諾をもらうという手続きが必要かどうかというような問いがあっています。元々この制度と

いうのは、それが物理的にとか客観的に問題があるという場合を判断する時に、もっと私的な

理由で自分とあんまり好みじゃないとかいうような私的な意味合いで賛成しないというよう

なケースを除外しないといけない。さっき言った承諾は絶対全員からもらわんといけんなった

ら本当に被害があるのか、それともそうじゃないのかという、はっきりしないから、だからそ

の代わりに農業委員会という制度が物理的、客観的に判断をするというのを任されているわけ

ですね、制度自体を。だからそこに承諾書が必ずいると言い出したら制度そのものがうまく機

能しなくなっていくというのが実情だと思います。ただ、先程から私たちが言っているように

我々が判断せんといけん所というのは、ソーラーだけに関わらず隣接地の農業に支障があるか

とかそういったものを含めて判断をすると。経産省の方に、元々許可を出す所なんですけど、

一回問い合わせたところ、例えばです、電磁波とかそういった言葉が沢山出てくると思います。

そういったことでは、経産省は対応しきれない。例えば音が、騒音が、雨の音が、音の単位が、

それが何ぼ以上になっているとか、悪臭がするとか、それがどのくらいのレベルであるのかと

か、そういったものを明確に示さないと、経産省が許可を出しているのを取り外せないという

ような形になっています。我々もさっき言ったような条件、それと他の法律に違反しているよ

うな案件は当然許可できません。もう一つ問題なのが、やっぱりどうしても周辺の住民とのト

ラブルを避けたいということで、我々が行っている、任意です、区長さん含めて説明をちゃん

としていますか、草刈り管理についてもちゃんとする約束ができますか、それがないと許可が

出来ないというか、許可は県がするんですけども、我々がここで許可は不当だということで県

にあげんといけんわけですよね。そうしたら県はもしかしたら、逆に物理的に整っているから

ＯＫを出すかもしれません。ただ、我々としても佐伯住民の中でトラブルがなるたけ起こらな

いようにというような形で、そういった形で進めさせてもらっています。地域住民の皆さんが

賛成してくれれば一番いいんですけど、なかなかそうはならないのが実情です。ですからここ

の農業委員会の中で皆さんにこの案件が物理的にどうであるかということを判断をしていた

だきたいということで、議案として載せているような次第であります。 



 

議  長：他にどなたか御意見ございますか。ないようでございますので、意見を取りまとめたいと思い

ます。第 5 条の 7 番の 1 について賛成の皆様の挙手をお願いします。（挙手全員）挙手全員で

あります。よって第 5条の 7番の 1については承認したいと思います。それでは 7番の 2の説

明をお願いします。 

 

事 務 局：5条の 7の 2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。太陽光発電施設とし

ての用途による申請です。申請地ではイチゴを作付けしておりましたが、地権者は高齢のため

耕作を行うのが難しく、また、後継者もいないため耕作、管理していくことに苦慮しておりま

した。申請地では 216 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、第 2種農地の許可要件に該当いたします。担当推進委

員さんからは特に問題ない旨の意見書をいただいております。 

 

議  長：それでは第 5 条の 7 番の 2 についてどなたか意見がありますか。特にないようでございます。

それでは意見を取りまとめたいと思います。第 5条の 7番の 2につきまして賛成の方の挙手を

求めたいと思います。（挙手全員）挙手全員であります。よって第 5条の 7番の 2については

承認したいと思います。第 3 条の 6 件につきましては許可したいと思います。第 4 条の 3 件、

それから第 5条の 6件については本委員会としては、県知事の方に意見を進達したいと思いま

す。以上で本日の案件につきましては終了いたします。ここで一旦休憩したいと思います。 

 

（休憩） 

 

議  長：それでは会議を再開したいと思います。議事の 4 番、その他に入りたいと思います。1 番につ

いて、農政課の方から農用地利用集積計画（案）について説明をお願いします。 

 

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の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 61 件となっております。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 1年、2筆で 2,632 ㎡、契約期間 5年、6筆で 4,679 ㎡、契約期間 6年、43 筆で 35,500 ㎡、

契約期間 8年、3筆で 2,932 ㎡、契約期間 10 年、1筆で 1,296 ㎡、契約期間 20 年、6筆で 4,611

㎡、これらを合計すると 61 筆で 51,650 ㎡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：説明が終わりました。本件について質疑、意見はございますか。（ありません、の声あり）な

しという意見のようであります。ただいま提案のありました計画案について賛成される委員の

挙手を求めたいと思います。（挙手全員）挙手全員であります。よって計画案は承認されまし

た。続きまして2番の利用権設定の推進についてのお願いを農政課の方から説明してください。 

 

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

付させていただきます。農業委員の皆様も御相談等受けた場合は御協力の程お願いいたします。

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 9 月 15 日火曜日としております。書類の提出については農

政課又は各振興局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：特に質問はないですね。農政課からのお願いということでございます。よろしくお願いします。

続きまして 3番の農用地利用配分計画（案）の意見聴取ということで説明をお願いします。 

 

農 政 課：農政課の首藤です。よろしくお願いいたします。御手元の農用地利用配分計画（案）に添って

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 11 月 1 日開始分、45 件になります。契約期間 6 年のもの、いずれも新規で

登記地目、田、43 筆、35,500 ㎡、契約期間 20 年のもの、いずれも新規で田、1筆、面積が 406

㎡、畑、1筆、面積が 78㎡、以上合計 45 筆、面積が 35,984 ㎡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：農政課からの提案が終わりました。何かこの件につきまして質問等ございますか。特にないよ

うでございます。意見等もないようなので本件について承認をされる委員の挙手をお願いしま

す。（挙手全員）挙手全員であります。よって本案は、計画のとおり承認することに決定いた

します。以上で農政課からの提案は終わります。それでは続きまして 4番、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から説明をお願いします。 

 

事 務 局：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で、案件の説明を

します前に皆さんにお配りしております農地付き空き家についての考え方というＡ4 の紙をご

覧いただいて、こちらに添って説明させていただきます。現在佐伯市では、空き家バンクに登

録した空き家に付随した農地の取扱いとして別段面積を 0.1ａ以上と設定しております。これ

は、例えば宇目であれば 40ａ以上とか海辺の方であれば 20ａ以上とか、そういった別段面積

があると思うんですけど、空き家バンクに登録した空き家に付随した農地の別段面積としまし

て 0.1ａ以上ということで設定をしております。農業委員会への申請の流れについてなんです

けども、まず一番目に農地付きの空き家バンクとしての申請をしていただきます。この申請を

受けて農業委員会の方は現地確認を実施します。二番目に空き家バンクに付随した農地として



許可をし、購入希望者を待ちます。申請のあった農地について現地確認を行って、そこが空き

家に付随した農地として適切かどうかというところで、適切であれば許可を出します。許可を

出された所について市外の方がまず空き家を購入します。空き家を購入すると同時に空き家に

付随した農地も購入ということで希望された場合は農業委員会の方に3条の申請をしていただ

いて、空き家に付随している農地の取得、所有権の移転をするということで申請書をあげてい

ただきます。それを農業委員会にかけて農業委員会が許可を出したら名義変更が可能になると

いうそういった流れになります。今回のキーワードであります付随についての考え方を説明し

ます。佐伯市農業委員会では、空き家と付随する農地についての距離については明記をしてお

りません。全部の市ではないんですけども他市の農業委員会に確認した所も明記していないと

いうことでした。何百メートル以内というふうに厳しく基準を設置するのもひとつの手段では

あるんですけども、柔軟な対応が出来るよう明記はしておりません。同一大字内、空き家と付

随する農地が同一大字内であればという考え方もあったんですけども、もし大字の端っこの方

に空き家があったとしたらその空き家に付随する農地がその大字をまたぐという場合が考え

られると思います。そういった場合は車で数分とかであれば十分に行き来して手入れ等も出来

るというふうに考えられますので柔軟に対応していきたいと考えております。ですので空き家

と付随する農地についての距離については特に設定はしていないというところでございます。 

 

事 務 局：今児玉の方から説明があったんですけども、そもそも空き家バンクとはいったい何ぞやという

話です。これは、空き家バンクの登録自体は農業委員会の仕事では当然ありません。地域振興

課の移住定住促進をする係が担当になっております。要は佐伯市外から佐伯市に移住定住した

いと、その人達が空き家を買う時に市外から来るからちょっと菜園ぐらいしたいなという人も

いるわけなんです。それと、空き家を売りたいという人の所有者もその近所に農地を持ってい

ると、そしたら農地も一緒に買ってくれんかとなった時に、今児玉が説明した制度がなかった

ら当然他所から来た人は佐伯市だったら 4反ないといけませんと私が言います。そうした場合

は非常に厳しいですから移住定住施策の一環として佐伯市以外の人が空き家バンクに登録し

ている家を買う時には事前に農業委員会にこの空き家にはこういう農地が引っ付いてますよ

というのを登録する手続きを今からします。その時の下限面積の要件が 0.1ａという例外規定

ですね。そういった制度でありますので、例えば私宇目なんですけど佐伯に良い空き家がある

から佐伯で買おうとして菜園も一緒に買おうとなった時に、私は佐伯の住民だから対象になり

ません。あくまでも佐伯市外からやってきた人というところです。それもどうなんかなという

所もあるんですけど、ただ一番の基は移住定住政策のひとつということで若干説明をさせてい

ただきました。 

 

議  長：では空き家についての考え方についてちょっと松尾委員から。 

 

2 番委員：ちょっとお聞きしたいんですけど、出身地は、私畑野浦なんですけども、畑野浦の出身が市外

に出ていたと、向こうで移住していたと、そして会社の退職でこっちに帰ってくるという時も

構わんのですか。 

 

議  長：事務局。 



 

事 務 局：住民票が市外であれば問題はございません。 

 

議  長：よろしいですね。事務局続けてください。 

 

事 務 局：それでは議案の説明に入っていきたいと思います。空き家バンクに登録された空き家に付随し

た農地の指定についてというホッチキス止めのものをご覧ください。住宅地図の冊子 2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。今回の申

請地は、空き家バンクに登録された家屋に隣接しております。申請する農地は 1筆で総面積は

2.15ａです。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。農地の状態から判断して耕作に適した農地と認

められるか不耕作の場合は農地への復元は可能か、それから空き家バンクに登録された家屋か

らの耕作距離は適当か、以上を御留意のうえ審議をお願いいたします。担当の推進委員さんか

らは問題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問題なしとの意見がございました。それではこれより空き家バンクに

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）特になしとの意見のようでご

ざいます。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の指

定について賛成をされる方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）挙手全員であります。

よって賛成多数ということで許可したいと思います。それでは次に 5番の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説明してください。 

 

事 務 局：説明に入りたいと思います。資料の方なんですけども、件名が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、一覧表の資料と別紙で 1枚なんですけども件

名が農振除外の手続きについてということでフローチャートというか流れの資料があります。

それと後程 初に私が 4条 5条を説明いたしました別紙資料で 4条 5条の別紙資料ということ

で右上に 2分の 1、2分の 2という資料、3種類の資料を使って説明をさせていただきたいと思

います。それでは一番上の件名が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、地図の 1 ページをご覧ください。農振除外の 1 ということで、案件番号 1

について説明をさせていただきます。申請地は耕作するには小さくて利用しづらいため、申請

地の道路を挟んで斜め向いの公民館の駐車場として無料で利用してほしいと考えました。申請

地では 2ｍの盛土を行います。土羽を設置するため、土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われ

ます。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。なお、申請地は城村水利組合の区域内にあたり、転用には水利組合

からの意見書が必要であるため、事前に相談が必要と思われます。 

 

議  長：それでは、皆さんから質問を受けたいと思いますがございますか。ございますか。特にないよ

うでございますので。この議案は、農政課からの依頼で農業振興地域整備計画の変更申請、農

振除外が出た際に農業振興地域整備促進協議会を開催し、審査し除外の是非の決定をする時に



農業委員会の意見をいただき審議に臨むといったことから今回農政課から上がっている議案

について農業委員会の意見を付して農政課に提出したいということでございますので、1 番を

審議をしていただいているところです。特に意見はございませんか。はい、三又委員。 

 

14 番委員：これをやって現地を見に行くということですか。 

 

議  長：はい、事務局。 

 

事 務 局：すみません。説明を先にするべきだったですけど、農振除外の手続きについてという資料をお

配りしています。そちらに佐伯市の農政課の方に農振農用地の除外申請の提出がありまして、

提出があってから農業委員会、今日の総会の前に現地確認を行いまして本日農業委員会の方で

意見をいただくという流れになっております。 

 

事 務 局：ちょっと説明します。農振農用地というのがそもそも何ぞやというような話になると思うんで

すけど、農業振興地域というのを聞くと思います。農業振興地域というのはあくまで線で町を

囲んでいるんです。その線の中には宅地もあれば山林もあればいろんなものがあります。ただ、

農業振興地域と違って農振農用地となったら番地を指定しています。何番地がそうなん番地が

そうと。その番地指定は何のためにするかと言ったら佐伯市が向こう 10 年間、この農地を振

興していく、要は大事な農地だよというような意味合いで番地を指定しています。そこを要は

どういう申請が出ているかと言ったら、農地じゃないようにしたいというような申請が農政課

にやってきているんです。我々の所にもいずれはやってくるんですけど、農業委員会に来る前

にそもそも農用地というものになっていたら、うちは土俵に乗れないんです。まずは農用地を

外してくださいとなるんですよ。今度農用地を外す会議というのはさっき会長が言った会議が

あります。その会議の中で、結局農用地を外してもどうせ農業委員会が転用だめだよと言った

ら農用地だけを外しとって結局転用が出来なかったら宙ぶらりんになるような感じだから、事

前に農政課の方が我々に農業委員会の意見を教えてくださいと言うのが今日の会議です。その

意見を言う前に、事前に現地は見に行ってます。現地を見て、地元の推進委員さんも一緒に見

て、農政課にその意見がいきます。そこで会議をかけて初めてこれ農用地から抜いていいよと

なったら、今度は本当に 4条申請とか 5条申請が半年後ぐらいにやってきます。その時からは

いつもと同じで、その時が本番ですよね、4 条 5 条の。だから 2 回同じような手続きを繰り返

すような感じなんですけど、現地にスタートするんかと言ったら、今一回見に行きます。それ

が終わって農振除外になって、今度正式に 4条 5条が出たらもう一回行きます。そんな手続き

になっています。 

 

14 番委員：いいですか。 

 

議  長：どうぞ。 

 

14 番委員：わかるんですけど、会長も含めて現地を見に行くんですけど、副会長も含めて。我々は見てな

いのが、あの絵だけ見て良いか悪いかと言われてもわかりにくい。ですから、そこまで我々に



良いか悪いかを求めるのなら我々も見ないかなごとなる。3 条 4 条とは違うと思います。農振

地域から除外するんですから。農業振興地域から除外の申請でしょ。 

 

議  長：基本的なことを事務局の方から説明してください。 

 

事 務 局： 終的に農業委員会はいったい何の判断をするかと言ったら、転用が良いか悪いかというよう

な所になるかと思います。4 条 5 条がいずれはやってきます。その時には、いつもと同じよう

に 4条 5条の現地確認というのは農業委員さんが見に行って、それで地元の推進委員が現場に

いてということはいずれは行うんですよ。だから、うちの 後の砦は 4条 5条です。ただ、そ

れを事前にするために農政課が転用の見込みがありますかという話なんですよね。ですから現

地に行かない、いつもどおりしないというわけではありません。よろしいでしょうか。 

 

議  長：三又委員。 

 

14 番委員：いつもの審議は、それに転用できるような基準の土地になっている訳ですね。これは 1種農地

とか何とかで、以前農振地域だった所をそうじゃないようにするけどいいですかという話のと

ころで、それが、3、4条と一緒というわけじゃないんです。 

 

議  長：事務局。 

 

事 務 局：我々が農業委員会が農政課に意見を言う時には、同じように転用の見込みがあるかどうかとい

うのは、言ってみたら 4条 5条が仮に今出てきているのと同じような条件で判断をしていくよ

うな状況なんですよね。ここが 1種農地かどうかとか、転用の見込みがあるかというのは基本

的には同じ判断でいきます。ただ、皆さんに説明がちょっとはしょり過ぎとったんかなという

気がします。勿論、4 条 5 条と同じようにここは何を作るという計画でそれが例外規定に乗っ

かれるのかといった、2 種農地だからできるのかとか、そういった判断を含めて今御提案をし

ているような次第でございます。だから、これを見てどうですか判断してくださいというのは、

本当にひとつ説明が悪かったと思いますので、いいですかね。 

 

議  長：どうぞ。 

 

14 番委員：事務局も言ったように 3条 4条 5条を審議するのが農業委員会の場で、農振地域から除外する

時に良いですかという判断をするのも農業委員会ですかね。 

 

議  長：はい、事務局。 

 

事 務 局：農業振興地域整備計画の中で、農業委員会の意見を求められる、それは法律で決まっているん

ですよ。農業委員会からの意見を付してくださいと言われるんですよ。前からです。ただ、こ

こにかけてなかったという所は非常に問題があるということで、我々になってから会議にかけ

るようにしました。 



 

議  長：はい、三又委員 

 

14 番委員：そう言われればわかりますけど、先にそういうことを説明して言わんと、なんで前しよらんか

ったのに、急にすることになったんかとかいうような問題になりますので、まずそこから説明

をしてやって欲しかったです。 

 

事 務 局：わかりました。 

 

議  長：はい、塩月委員。 

 

13 番委員：ここの土地の地形は、私もよく知っているんですけども、こっち側は水路ですよね、道路に一

番近い方の。向こうが道路ですよね。城村の林業研究所ですよね。やっぱりこの区域を外して

いくと、どんどんどんどん道路際に構築物が建っていくんじゃないですか。そういう危険性は

本当はらんでいると思いますよ。もったいないですよ、ここまだ。そういう意味では、農振除

外はちょいと無理があるんじゃないかなと。もしここに一軒家なり一階建ての家が建つとして

将来ね、そしたら向こう側が東側です。ちょっと花木が見えてますよね。東側ですよ。朝日は

全然当たりません。こっち側は道路をちょうど軽トラが行くのに困らないぐらいのこれが道路

かな。こっち側はまた水田ですよ。そうなってくると西日が当たりませんよ。だからやっぱり

除外願いが出ているんなら除外も認めてあげたいけれど、周りの環境を阻害しないような現状

での除外ということも真に考えてあげないと、ただ上がったからとやってたら、ここ本当もう

ずっと宅地を建てるのに一番いい所なんですよ、実際に。だから水路から道路側の間は全部建

物が建ってしまいますよ。現に何軒か建ってますからね。中古の自動車屋と農機具の整備工場

と上手に出来てますからね。 

 

議  長：はい、事務局。 

 

事 務 局：地図の 1ページの申請地の方が農地の区分を判断した理由として、東九州自動車道、高速道が

走っております。高速道で右側と左側、高速道で分断を、農地の分断をしています。そちらで

2種農地という判断をさせていただいております。 

 

議  長：はい、橘さん。 

 

事 務 局：要は農振農用地を除外できるという条件の中で基本的に転用が出来ないと、転用が見込めない

土地は除外について厳しいというような意見になるかと思います。ただ、事務局の方としたら、

この農地が、一番私が 7 月 20 日の時に説明した農地には位がいっぱいあると。そういう中で

今少なくともここは農振農用地位を持っていると。農振農用地が外れたらいったいどの位、農

地の種類としたら何になるのかという中で、元々高速がなかった時には、これは 10ha の塊で

しょう、明らかに。ただし、これの隣に高速道路があるんですよ、ただ、高速道路は蒲江みた、

いな法面で完全にふさがれている訳じゃなくて国土交通省が当然立体交差というか上を走っ



ているからその横の部分についてはコンクリで舗装しています。その周りをずっとロープで囲

んで立入禁止というふうになっています。一番わかりやすいのが、完全に塞がれているんなら

分断というのがわかりやすいんですけども、実際の所ロープで囲われとってそこは入られんと

いうような状況になってるから、当初は 1種農地という判断だったんですけど、今回高速道路

によって分断をされているという所を県と農業委員会事務局で協議した中でこれは分断され

ているねという判断にいきついて、そしたら 2 種農地である。2 種農地であれば転用について

は、許可ができるというというところで転用の見込みはあるんじゃないかというところが今事

務局の見立てという所なんですけど。ただ、それについては、我々がこれを何でそういうふう

な意見をしたかと言ったら一番は高速道路が横にあるという所であります。それを含めて御協

議をいただきたいと思っております。 

 

議  長：矢野さん。 

 

7 番委員：全てのことはわかるんですけど、前いつもやっていたように、農振をどっちが抜くかという問

題で、今我々がここで反対をしたら次が全然進まんわけでしょ。例えこの農振を外すのは農政

課であってうちじゃない。だからこれを反対したら農政課にも行かんし全てはアウトになるん

ですか。そういう所を聞かんと、今言いよるのは4条5条の三又さんが言ったような感覚で我々

は討議をするんですか。それとも農振とか関係ない、とにかく塩月さんが言ったように 4 条 5

条の感覚で判断するのか、ただ農振を抜くか抜かんかを審議するのかその辺をちょっとお願い

します。 

 

議  長：事務局。 

 

事 務 局：説明が悪かったんですけども、当然 4条 5条の判断を今そこまで求めるような判断をいただき

たいと思っています。うちの意見が農振を抜く会議に当然上がっていきます。ただし、農業委

員会からここの転用は非常に難しいですよっていうふうになった時には、恐らく農政課の方も、

そこは委員さんたちの判断になると思うんですけど、どうするか、それでもあえて抜くか、農

業委員会にやってきた時に、先程の意見がありますので、なかなかそこで許可が出来んという

ような状況を予想できると思います。 

 

議  長：水利組合との関係はどうなるんですか。 

 

事 務 局：水利組合については、ここ元々高速がなかった時は、さっき塩月委員が言ったとおり一連の農

地であったと認められるんですよ。ですから我々としたら水利組合に農業委員会でかける時じ

ゃなくて、農振の除外をする時にきちんとやっぱり意見を求めていかんとということで、そこ

は農政課が事前に対応して水利組合的に言ったらここは特に問題ありませんよという意見は

いただいているというふうに農政課から聞いています。 

 

議  長：先程の件で塩月委員何かありますか。事務局の説明のあと。他に委員さんで意見ございません

か。ちょっといいですか。副会長の夛田さんからひとこと意見があります。 



 

17 番委員：ここの農地は私も城村にいつも行くので、城村さんが借りて作ってたんですけども、ここ 2

年ぐらい不耕作で、前は野菜を作ってたんですが 2年ぐらい耕作していません。このまま農振

除外しなくても、ずっと耕作放棄地に多分なると思います。そういう状況があるんであれば、

農振を外してもいいのかなと、私は個人的にはそう思っています。耕作放棄地がこのままいけ

ば増えていくんで。 

 

議  長：他に御意見ございませんね。それでは、この案件は許可相当といった意見を付して進達したい

と思いますけども、許可相当と認める委員さんの挙手を願います。（挙手多数）挙手多数であ

ります。よってこの案件は許可相当といった意見を付して進達をしたいと思います。次に 2番

ですね。2番の説明をお願いします。 

 

事 務 局：農振除外案件番号 2について説明いたします。地図の 2ページをご覧ください。申請地隣接の

店舗は、2016 年、2017 年に水害による災害が発生し、人命にかかわる災害が起こる前に敷地

を増やし対策をするため、勾配をつけて店舗を浸水被害の出ない高さまで上げる必要がありま

す。そのため今回申請地を店舗拡張用地として利用する計画です。申請地では 1.6ｍの盛土を

行います。土羽モルタル吹付の施工を行うため、土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。

また、排水は合併処理浄化槽を設置し、雨水は水路に放流します。申請地は第 1種農地にあた

り、第 1種農地の転用は、原則として許可することができないと定められており、例外的に許

可をすることができる場合も定められています。本申請の店舗用地としての利用は、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者の日常生活上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するため、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。なお、申請地は城村水利組合の区域内にあたり、

転用には水利組合からの意見書が必要であるため、事前に相談が必要と思われます。 

 

議  長：事務局から説明が終わりました。どなたか御意見ございますか。はい、吉良委員。 

 

5 番委員：そこは本当に農振地域になっとるんかな。なってます。県道から上が農振地域で下は農振地域

から外れとるんじゃないんかな。私はそういう記憶をしているんですが。 

 

事 務 局：農政課の方から提案としてあがってきた中にそこが入っているということはですね、その中の

審議をお願いしますということでうちの方にあがってきているということであります。 

 

5 番委員：実はうちの田んぼがあそこの下にあるんです。交換してもらったんだけど、県道から下は農振

地域から外れてますというような説明を受けて換えたような気がするんよ。そこの確認。 

 

議  長：事務局。 

 

事 務 局：以前ここ、そもそもそ○○○○が建った時に一回判断している訳なんですよね。その時の資料

を見たら、やっぱり、圃場整備いかんは別にして、少なくとも 10ha、やっぱ一団地があるとい



うことで、青山から蒲江に畑野浦に行くその道ですね、あれは飛び越えるというような判断を

しております。農振地域というか農振農用地ですよね。そもそもの話でしょ。これ入ってたか

なという話ですよね。だから、○○○○が出来た時に、 初の○○○○が出来ているじゃない

ですか、その時にどういう判断をしているかと言ったら、やっぱり 1種農地という判断。農振

農用地にはこれ入っているんですよね。1 種農地という判断でやっています。以前も。だから

要は道を飛び越えるみたいな考え方です。 

 

議  長：吉良委員よろしいですか。他に何か意見ございませんか。はい、三又委員。 

 

14 番委員：事務局、ここを高くして○○○○が浸からんようにするということですね。 

 

議  長：事務局。 

 

事 務 局：今回申請地の方なんですけども、高さを上げて勾配を付けて店舗の浸水被害の出ない高さまで

上げるということの計画です。今ある既存の店舗を今回申請地の方に移しまして被害のない高

さまで上げるということで、勾配も付けて、あと駐車場の方も広くとって大型車が駐車しやす

いようにするという計画になっています。 

 

議  長：はい、三又委員。 

 

14 番委員：1種農地になっている所を潰して今ある所までとするとかなりの面積になるんですよね。1 種

農地をわざわざ潰してまでという、今の所を高く上げてからというふうでもいいんじゃないか

なと思うけど、そこまで広く駐車場まで取ってやりたいということですか。農業委員会として

は出来るだけ 1種農地は潰したらいけないんじゃないかなと思いますので。 

 

議  長：はい、事務局。 

 

事 務 局：おっしゃる所、1 種農地についての考え方もまさにそのとおりだと思っております。ただし、

これが我々が見立てをした時に事務局束木原の方から話があったと思うんですけども、これも

1 種農地の例外規定ということで 3 戸が繋がっているという規定を用います。ですからもちろ

ん水利組合と十分協議をしなさいよというような意見は事前に農政課を通してやっているん

ですけども、制度的には 3戸連担で面積を、そこの隣に建てるというのは可能です。それで他

のローソンとかコンビニを見てもらったらわかると思うんですけども、どこも非常に大規模な

駐車場を作っていると思います。どこもそうだと思います。ただ、それはあくまでも向こうさ

んの都合ではあるんですけど、大きな車も含めて置きたいということと、あとは県とも相談し

たんですけども、集落接続になるという時に居り家じゃないじゃないかという意見も言ったん

ですよ。居宅じゃないじゃないか。ただ、地域に密着しているような地域の人が使ったりする

ような所については集落接続の中に入れても構いませんというような答えでありました。 

 

議  長：他にどなたか御意見ございませんか。非常に難しい案件だろうと思いますけども。事務局とし



ては 1種農地の原則 3戸連担という形がございますので、これはいいんじゃないかというふう

な考え方のようですが。この候補地については、水利組合との協議はどうなっているのか教え

てください。 

 

事 務 局：水利組合の方なんですけども、まだ現在協議中で、まだ正式な御回答はいただいてないところ

であります。 

 

事 務 局：我々も 初に○○○○が出来た時に、そもそもの○○○○が出来た時に、ちょっと一つ浸かる

所じゃないですか。そこにあんだけの、物理的に言ったらあんだけのものが入ると言ったら水

がもっといっぱい来るんじゃないかという意見も確かに出てくると思うんですよ。それで前も

いろいろあったと聞いてましたので、農政課の方に農振除外をするにあたって、我々に来た時

には当然水利組合からの意見書というのは添付するじゃないですか。だけど、農振除外の段階

で協議をした方がいいというふうな意見を言っています。農業委員会から意見を出す時にして

も水利組合との協議を十分に重ねることといったような意見を付けて意見書として出した方

がいいのかなというふうには思っています。それを含めて皆さん協議をしてもらったらどうか

なと思います。 

 

議  長：皆さん他に御意見ございませんか。すでに○○○○は現状として出来てそれを拡幅するという

スタンスですので、今事務局の方から言われたように水利組合との協議を確立させるというの

か、うまく協議が進めばという条件付きで承認するといったそういう形にしたらどうですかと

いう事務局の考え方なんですけども、皆さんどうでしょうか。じゃあ意見として、水利組合と

の意見調整を確立することということを付して進達するということでよろしいですか。皆さん

そういうことで賛成される方の挙手をお願いします。（挙手多数）挙手多数でありますのでそ

ういうふうに進達していきたいと思います。次に 3番の説明をお願いします。 

 

事 務 局：農振除外案件番号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。

申請者は住宅のすぐ近くで駐車場用地を探していて、道路敷きであり、現所有者との折り合い

がついたため、申請地を駐車場として利用したいと考えました。申請地では盛土は行わないた

め土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。また、雨水は自然浸透します。申請地は第 1

種農地にあたり、第１種農地の転用は、原則として許可することができないと定められており、

例外的に許可をすることができる場合も定められています。本申請の駐車場用地としての利用

は、既存の施設、申請者住宅の拡張、拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面積

の 2分の 1を超えないものに限るとして例外的な許可に該当するため、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。また、先に説明しました資料の方

で右上に 4条 5条の別紙資料ということで資料をお渡ししてますけども、こちらの方で資料の

4条 5条の別紙資料ということで 2分の 2の方なんですけども、1種の例外規定ということで、

赤で下線を引いている所で第 1種農地の区分で例外規定ということで、既存施設の拡張に係る

部分の敷地面積が既存の施設の敷地面積の2分の1を超えないものに限るということで今回こ

の例外規定に該当します。 

 



議  長：はい、巻矢委員。 

 

15 番委員：この土地は耕地整理の中に入っているんですよ。それが土地改良区に何にも話がないでから除

外申請なんかちょっとおかしいんじゃないかと思うんよな。 

 

議  長：はい、事務局。 

 

事 務 局：申し訳ありません。そこがちょっと土地改良区さんの確認が不十分で。 

 

事 務 局：先程から説明しているように本番の時には当然水利組合、土地改良区の意見をいただくという

ことなんですけど、ここは圃場整備をしている所ですので、これについても 1種農地の例外規

定ということでいくんですけど、そこを農政課の方についても事前に土地改良区、水利組合と

協議をすることというような形で意見を付して御説明をさせてもらったらどうかというふう

に思っています。農政課自体は、水利組合からの同意を農振除外の申請書類の添付書類として

ないんですね、そこについては今の御意見を伺う中で、そういった形で取っていったらどうか

なと思います。 

 

議  長：はい、巻矢委員。 

 

15 番委員：わしも今度初めて農業委員になったんじゃけど、農業委員に入ってなかったらわからんことが

多いもんなぁ。かさ上げ申請するのも除外申請するのも皆土地改良区に一番 初に来ていいじ

ゃろうかと言って、いいですよと言って初めて物事が進むんであって、飛び越えてから話が進

んでいきよるというのはおかしいんじゃねえかと思うんよなぁ。ちょっと一回突き戻してくれ

んじゃろうかな悪いけど。農政の方に。わしが木立の土地改良区の理事長をしよるんですよ。

だからわしが知らんことが、こういう事が先に出るということ自体がおかしいもんな。 

 

議  長：はい、事務局。 

 

事 務 局：農政課から言わせてもらえば、あくまで佐伯市農振農用地って何かと言ったら、佐伯市が農業

振興をする場所は何処ですよという所を、それが農振農用地という指定なんですよね。だから、

それを抜くことに対しては、土地改良区に云々というようなそこまで言ってないよというよう

な理解はあるかと思います。ただ引き続きその後にやってくるのは4条5条が出てきますので、

当然そうなったら土地改良区を抜きにしていくわけにはいきません。ただ、今の御意見を聞く

中で農政課の方にもそういった意見がありましたということはやっぱり付して送った方がい

いんじゃないかと思っています。 

 

議  長：はい、巻矢委員。 

 

15 番委員：一つ例を作ると今から飛び越えて何処もここもこれやりだすんですよ。田を作ってない所、荒

らしている所が多いから。そして、除外申請が通った場合には一反に 5万円土地改良区に収め



るという話になっているんですよ。これを除外申請するということは、そういう事も含めて本

人が知ってないとだめなんですよ。除外申請通りましたよと、そしてそのうえでというわけに

はいかんのですよ。先にその話をせないけんのですよ。これは悪いけど一回戻したらどうじゃ

ろうか。 

 

議  長：はい、事務局。 

 

事 務 局：戻す、戻さんと言った時には、私たちの所管の所ではありません。農政課の方が所管ですので、

ちょっとここで私が戻しますわぁというような御答弁はしかねます。 

 

議  長：それでいいですか。今の説明で。 

 

15 番委員：そのまま行くというわけ。除外申請をしよるんじゃろ。 

 

議  長：はい、事務局。 

 

事 務 局：ただですね、ここで今意見を付す、ここのテーブルにあがってきている事態を逆に言いますと

例外規定というのに該当しないものはここにあがってきてない。いずれは転用の条件としては

相整う可能性が高いものしかあがってきてないわけなんです。なぜここが、その例外になるか

と言ったら、隣近所に自分方の家があるからこの規定が当てはまるわけなんです。そこの家に

は駐車場とかがない、だから自分の家の隣の所については 1.5 倍までの規模拡大は例外で認め

られているからどこの田んぼでもそれがなるわけではない。そこは御理解を制度として。そう

いった条件になった時に初めて認められるという要件がありますので、たまたまここの家は、

家があって家の敷地の中にそういうスペースがないから規模拡大をさせてもらえんだろうか。

しかも面積が 56 ㎡ぐらいの面積で、駐車場に置くということで、そういった全ての条件を考

えた時にここは大事な農地なんですけども、やむを得んのかなというような所で皆さんに御協

議していただきたいということであげているような案件です。 

 

議  長：はい。巻矢さん。 

 

15 番委員：これは、ぴしゃっと筋を通してから話を順序良く聞きよったんなら、わしもここの土地は知っ

てますよ。すぐ近くだから。この土地は○○○○さんの土地ではないんですよ。○○さんの土

地なんですよ。○○さんはこの奥なんですよ家は。ここに名前が載っているじゃないか。それ

なのにぴしゃっと順序良く先に話が来ればいいんだけど、ここで議論して今度なりますよなん

か言って半分は通っているのと一緒じないか載るということは。 

 

議  長：はい、事務局そこの所をうまく説明してください。 

 

事 務 局：先程から繰り返しになるんですけども、本番のやつはあと 3 か月後ぐらい、4 か月ぐらいにな

って来るのが本来の4条5条です。ただ、本当に説明がなかなかうまくいかないんですけども、



農政課としたらこの農振除外をする時に自分方がしただけで農業委員会が許可をくれる見込

みがあるものじゃないと、なかなか農政課も農振農用地を外せません。農振農用地を外したは、

農業委員会からの転用は出来んとなったら宙ぶらりんのものがどんどん増えていくから事前

に農政課は我々に聞いてきている、意見をくださいと言っているような仕組みなんですよ。だ

からその段階で農政課的に言ったら自分たちの必要としているのは佐伯市がこの農地を振興

していくかどうかという所で、ただやむを得ない理由でそういった例外規定に該当するんなら

抜かざるを得んのかなというような考えでやっていると思います。逆に言ったら特にそういっ

た所については、事前にやっぱり農政課が農業振興計画の会議を開く前に、ここの土地だけじ

ゃなくて全体的にそういう水利組合がある所については、事前に意見を付すような形で進めた

らどうかという提案は私の方から農政課にしようかと思います。 

 

議  長：はい、巻矢委員。 

 

15 番委員：ここの土地は私も知っているんですよ。大体三角でから田を作るにものすご便利が悪いとわか

っているんですよ。だから物事の順序を先に来るんなら、ああそれはいいですよとわしもそう

言いますよ。だけど先に議論してから、ここで、はい、いいよ、そういう方向で行きましょう、

賛成と言ったら今度 2、3 か月先に 5 条なんかであがってきた折には賛成でしょう。悪いけど

農政かな、来るごと言ってくれぇ木立に。 

 

議  長：何か事務局の方からありますか。他に皆さん何か御意見ありますか。今、巻矢委員の方から。

はい、三又委員どうぞ。 

 

14 番委員：私はこれに対してはいいと思うんですけど。ここで意見を求めるのに賛成してくれんと次にい

かんとか、そのためには、ここ審議するため、良いか悪いか審議するためのあれで、それでま

た後からあがってくる、その時には否決せんようにここで合意しといてくれとか。さっき意見

を出したのも何もならんという事じゃないですか、ここで。良いか悪いかの意見を出してね、

私ども農業委員が。言うとこれでは通っているからとかね、そんなことを言ったらここで審議

する意味がないじゃないですか。良いんならいいでやればいいし。巻矢さんが言いよるような

意見もあるけど、それはこれでいいんだからとか、そう言われたらもう言うあれがない。次に

意見を言おうと思ってもどうせ良いんなら良いんじゃろと。ここまであがってきているからい

いんじゃと言うんならね。そこ辺はちゃんともうちょっと、あとから水利組合に言うて行って

からどうのこうのというんなら先に行ってからそうすればいい、そうするとこういう問題も出

てこん。そうせんと私どもは審議する意味もない。通してくれぇ、条件揃ってるんですよ、農

業委員会にかけとかんとちょっと都合が悪いからこうしているんですよとかそんなことを言

ったら意味ないじゃないですか。 

 

議  長：今ね、三又委員、巻矢委員は反対なんですよ。考え方としてはね。それは何かと言うと事前の

話し合い、そういうのがされてないから反対だと。だから、さっき橘さんが言われたように、

水利組合、土地改良区と十分な協議をされるということを条件になろうかと思うんですよ。そ

のうえで、振興協議会で良いか悪いかを判断してもらえばいいんじゃなかろうかなと私は思う



んですけど。いかがでしょう。よろしいですか皆さん。はい、御手洗さんどうぞ。 

 

16 番委員：事務局の説明はすごくわかったんですよ。全部わかりました。わかるんだけど何かやっぱり皆

モヤモヤしていると思うんです今。ここで審議してまた 4か月後に来ますよ、またその時に審

議しろと言ったって、あの時、農政課としてはあの時じぁ農業委員会は良いじゃないかと言っ

たじゃないかという話になるじゃないですか。三又さんはたぶんそういう事を言っているんだ

と思うんですよ。私もそう思います。4 条 5 条が出た時に、何で私たちが賛成って上げれるか

というと、農業委員のメンバーの人たちと農地利用 適化推進委員の人たちが現地にちゃんと

見に行っているというのがあるじゃないですか。それを信用して、皆見に行ってないけど、会

長も行っているし、皆見に行っているから皆信用して挙手していると思うんですよ。私はそう

思ってますよ。それがなしに、とりあえず良いんじゃないかという感じになっちゃってるんで、

どういうふうに、この心情的に持っていけばいいのかなとはっきりしないんですよ。とりあえ

ずそれでいいっていうそういう気持ちで良いんですか。後で却下することが本当にできるのか。

後で却下した時にあの時に何で良いと言ったんかと言われたらどう言えばいいのかわからな

いんです。そういう気持ちでいいのかどうかというのを教えてください。とりあえず良いんか

なというのを、軽い気持ちライトな感じでいいのかというのを。 

 

議  長：事務局。 

 

事 務 局：我々に農政課から求められているのは、農業委員会としての意見をくださいというような話で

す。あくまで意見ということで、許可ということではありません。意見、それに対してさっき

会長が言われたように、地元の水利組合との意見を十分協議してください、これも立派な意見

だと思います。じゃあそれ以外だったらＯＫなのかというところが次のステップになるかと思

います。今言ったそれ以外は特にというんがなくて基本的にいいよとなっているものを 4か月

先にやってきた時に、今判断しかねる所でその問題が起こった場合は、それはもちろん反対は

一応することは出来ると思います。それはあくまでも意見じゃなくてうちの議案としていきま

す。ただ、今御手洗委員から言われたようにモヤモヤ感というやつが農業委員会が通常の 3条

4 条 5 条と違って行ってなくて言う所ですっきりしないのであれば、この案件についても逆に

言ったらこの会議にかける前に先に通常の農業委員会の議案と同じようにローテを組んで行

くというのも手かなと思っています。逆に言ったらその 3か月後はしょってもいいんかという

ところはそこは御手洗委員の意見をいただいて運営委員会の中でその協議をさせてもらうと

いう所がいいのではないかと思います。ちょっと私、今言われて初めてその辺のほわっとした

所が皆さんが納得しないという所だとよく理解できましたので、会長ぜひ運営委員会の中で今

のやり方について協議をさせていただきたいと。 

 

議  長：はい。今御手洗委員から出された意見については次回の運営委員会の中で皆さんと協議をさせ

ていただきたいなというふうに思います。現地確認含め。それでよろしいですか。はい。それ

では、この案件につきましては、農業委員会としての意見ですから、とにかく巻矢委員が言わ

れたように、地元の土地改良区との話し合いというんですか、それを十分にしたうえでやって

くださいと、前に進めてくださいというのが農業委員会としての意見ではなかろうかなという



ふうに思いますので、この件について賛成の方の挙手をお願いします。（挙手多数）挙手多数

でありますので、そういうふうに地元土地改良区との協議を十分にされるように進達したいと

思います。それでよろしいですね。次に 4番の説明をお願いします。 

 

事 務 局：農振除外案件番号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。

申請地は水に浸かったり、生活排水の関係で耕作条件が良くなく、畑として利用したが好転し

なかったため、耕作を諦めた経緯があり、資材置き場、倉庫等として有効活用したいとのこと

です。申請地では盛土は行わないため、土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。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。なお、資材置場用地としての転用面積が過大であるため、資材置場の必要性等の十

分な事業計画が必要と思われます。 

 

議  長：事務局の説明が終わりました。この件に関して皆さんの御意見を伺いたいと思います。ちょう

ど現地は弥生振興局から本匠地域に向けて県道が走ってますけど、その左側です。右側が上野

小学校がある所です。番匠川の左岸のカーブの所です。どうでしょうか、皆さんの意見は。見

てのとおり原野に近いです。一部牧草地となっています。特に意見がないようですけども、こ

の案件については許可相当といった意見を付して進達したいと思いますけども、賛成の皆さん

の挙手をお願いします。（挙手全員）挙手全員であります。よって許可相当として進達したい

と思います。次に 5番の説明をお願いします。 

 

事 務 局：農振除外案件番号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。

申請者は高齢のため管理が難しく、管理可能な山林とする計画です。申請地周辺は山林化して

いるため、日照、通風の被害はないと思われます。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：どなたか御意見ありますか。特に問題ないんでしょ。事務局の方で特にここで問題は。 

 

事 務 局：農地の判断としても 2種ということで、周辺は山林化しているということで。 

 

議  長：それではこの案件につきましては許可相当としたいと思いますが、皆さんの挙手をお願いしま

す。（挙手全員）挙手全員であります。よってこの案件については許可相当ということで進達

したいと思います。次に 6番から 11 番まで一括して説明をお願いします。 

 

事 務 局：農振除外案件番号 6 から一覧表で 11 までが地域としては蒲江地域になります。利用目的等に

ついてですけど、利用目的と転用の用途なんですけども、太陽光発電施設用地として同一です

ので一括して説明させていただきたいと思います。地図の方が 終ページの 6ページとなりま

す。この 6 ページの中で農振除外の 6 から 11 までの案件が記載されております。一括して説

明させていただきます。申請地の方なんですけども、現況の方は耕作していない状況でありま

す。耕作してなくて、耕作、管理が困難なことから今後は太陽光発電施設として有効活用をし

たいと考えているところであります。申請地では太陽光パネルを設置して、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：事務局の説明が終わりました。どなたか御意見ございますか。はい、三又委員。 

 

14 番委員：ちょっと聞きたいんですけど、非農地にする時の状況みたいな所ですよね。これを農振除外し

て、5 条で出てくる時には土地は農地になっておかないけん。農業委員は農地を転用するのを

許可出すか出さんか。きれいにして、ミカンでも植えられるとか梅でも植えられる、田は無理

でしょうけど。という状況にしないと農業委員会としては案件としては今のような状況だった

ら非農地の状況ですからね、だから申請の仕方が非農地になるんなら非農地の申請の方が良い

んじゃないかなと思うんですけど。 

 

議  長：はい、事務局説明願います。 

 

事 務 局：地図の方で、写真の所が、場所の方が農振除外の 6の申請地の付近になります。私ども現地確

認をさせていただいたんですけども、農振除外の 6の申請地の付近が写真のとおり非農地化さ

れています。木の幹がかなり太くて原野というか木が大きくあります。こちらについては農振

除外をされて非農地証明願という形で申請が可能な所とは思います。非農地証明をするにあた

っても農振除外が前提に必要になりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 

事 務 局：農地の中で何種類か種類があると思います。非農地相当になるものは、逆に言ったら意見とし

てこれは非農地に相当するものではありませんかという意見を付すと。そうじゃないものにつ

いては、それなりの農地であれば除外をしてもらって転用をかけてもらうというようなやり方

かなと思っています。ただ、非農地証明をしても農振農用地が残っちゃうじゃないですか。だ

からそれはどちらにしても抜かんといけんという手続きは残ると思いますので、今、委員が御

指摘のとおり、私も状況を見た時にこれはなかなか厳しいなという案件については以上のよう

な意見を付けて出させてもらいたいと思います。 

 

議  長：三又委員よろしいですか。他に御意見ございませんか。それではこの 6 番から 11 番、この案

件につきまして一括してですが、許可相当と意見を付して進達したいと思いますが、賛成の皆

さんの挙手をお願いします。（挙手全員）挙手全員であります。よってこの案件につきまして

は許可相当ということで進達したいと思います。次にこれは編入となっておりますけども説明

をお願いします。 

 

事 務 局：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ということで、1から 11 まで除外につ

いて説明しました。編入については今回関係ありませんので説明は省略させていただきます。 

 

議  長：それではその他の 6番の非農地証明願についてを議題といたします。本件について 1番より事

務局から説明を願います。 



 

事 務 局：それでは非農地証明の説明をさせていただきます。3 件非農地証明願が出ております。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は、8月 18 日に担当区の市原

推進委員と事務局 2名で実施しました。申請地は、佐伯市弥生大字井崎字新洞の地目畑 2筆で

ございます。申請地の土地の表示、申請人は議案書のとおりです。現地は添付書類の位置図を

ご覧ください。この申請地は、平成 4年ごろまで耕作されていたということですが耕作者が亡

くなったことで不耕作状態となり現況スクリーンに映し出されているような状況となってお

ります。現況を見る限り本申請地は非農地証明書発行基準要領第 2の 4森林の様相を呈してい

る等農地に復元するための物理的に条件整備が著しく困難な場合に該当するかと思われます。

なお、担当推進委員さんからは特に問題なしとの意見書をいただいております。 

 

議  長：本件について何か質疑、意見はございませんか。（ありません、の声あり）なしとの声であり

ます。それでは非農地証明願 1番について承認される委員の挙手を求めたいと思います。（挙

手全員）挙手全員であります。よって本案は承認することに決定いたしました。次に 2番、お

願いします。 

 

事 務 局：それでは次に非農地証明願 2番の説明をさせていただきます。申請地の調査は、8月 18 日に担

当区の小川推進委員さんと事務局 2名で実施しました。申請地は、佐伯市大字木立の畑 1筆で

ございます。申請地の土地の表示、申請人等は議案書のとおりです。現地は所有者が亡くなり

後継者もおらず 35 年 7 か月ほど耕作放棄されております。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でございます。竹及び雑木等が生い茂って森林の様相を呈している

状況で当該地を農地に復元するには非常に厳しく困難な状況にあるかと思います。以上のこと

から本申請地は非農地証明書発行基準要領第2の4森林の様相を呈している等農地に復元する

ための物理的に条件整備が著しく困難な場合に該当するかと思われます。なお、担当推進委員

さんからは特に問題なしとの意見書をいただいております。 

 

議  長：それでは本件について何か質疑、意見はございませんか。（ありません、の声あり）意見なし

とのことであります。それでは非農地証明願 2番について承認される委員の挙手を求めたいと

思います。（挙手全員）挙手全員であります。よって本案は承認することに決定いたしました。

次に 3番ですね、説明をお願いします。 

 

事 務 局：次に非農地証明願 3番の説明をさせていただきます。申請地の調査は、8月 18 日に担当区の亀

山推進委員さんと事務局 2名で実施しました。申請地は、佐伯市大字狩生の畑 2筆でございま

す。申請地の土地の表示、申請人等は議案書のとおりです。現地は名義人が昭和 54 年に相続

する以前から耕作放棄され現在に至っております。現地の状況については遠くからの写真しか

写せなかったため、航空写真を参考にしていただきたいと思います。周囲の状況から見てもほ

ぼ雑木が生い茂っている状況で農地に復元するには困難な状況にあると思います。以上のこと

から本申請地は非農地証明書発行基準要領第2の4森林の様相を呈している等農地に復元する

ための物理的に条件整備が著しく困難な場合に該当するかと思われます。なお、担当推進委員

さんからは特に問題なしとの意見書をいただいております。 



 

議  長：それでは本件について何か質疑、意見ございませんか。（ありません、の声あり）なしとのこ

とでございます。それでは非農地証明願 3番について承認される委員の挙手を求めたいと思い

ます。（挙手全員）挙手全員であります。よって本案は承認することに決定いたしました。次

にその他の 7番非農地通知について説明をしてください。 

 

事 務 局：7 番の非農地通知についてということで若干説明したいと思います。非農地通知に関する農地

法の運用について説明したいと思います。農地法の運用についてということで、非農地通知に

ついては、毎年 8 月に農業委員会が実施している農地法第 30 条に基づく農地利用状況調査の

結果で農地に該当するか否かを判断するもので、まず現地調査を行ったうえで農地に該当しな

い旨の判断を行った場合は、国は通知を積極的に進めるよう運用通知を発しています。よって

農業委員会事務局では、中山間地の明らかに山林化した田、畑を中心に実施しております。こ

の通知書を発するにあたり、以前は農業委員会の議決により判断し、農地に該当しない旨判断

をした場合非農地通知書を所有者に、非農地通知一覧表を市町村、都道府県、法務局に通知す

ることになっていましたが、別紙の 3枚つづりの農地に該当しない旨の判断についてという用

紙があると思います。平成 30 年 3 月 12 日に農地法運用の一部改正により農業委員会の議決に

よりが削除されました。それは、該当しない旨の判断についての農地法の運用について新旧対

照表一部抜粋というのをご覧いただきたいと思いますが、旧の下から 4行目から四角の中の第

4 に基づき農業委員会の総会又は部会の議決により農地に該当しない旨判断を行うこととあり

ますが、平成 30 年 3月 12 日に農地法の運用の改正によりまして、農業委員会の総会又は部会

の議決によりが削除されまして、農業委員会には諮らなくていいようになっておりますが、本

市では、農業委員会会長名で通知することから任意ではありますが農業委員会の議決を得たう

えで実施しております。これは、本年の 2 月に 1 度大入島の非農地通知を発しておりますが、

今回農業委員さんの大半が、新任委員が多くなっております中で前回の農業委員会の中では農

業委員会で議決を行って通知書を出そうという話になっとったんですが、今回もそれで引き継

いで、今回大島の非農地について通知を出したいと思いますので。今回はまたそれで議決を受

けて通知するかということで農業委員さんに諮っていただきたいと思います。もし、通知が農

業委員会の議決を取らんでいいようになっているんで、今の農業委員さんの中で提案せんでも

いいということであれば、通知を送った後で結果としてこうなりましたという報告をするのが

良いのかなと。そこら辺はこの委員会の中で決めていただきたいと思います。 

 

議  長：ただいま説明がありましたけど、何か疑問点ございますか。はい、吉良委員。 

 

5 番委員：非農地通知書を 2 ページ目に綴じているんだけど、相手方に会長名で送るように様式があるん

ですけど、その件について若干ちょっと、今非農地証明ＯＫですよという方についてこれを送

るということですか。 

 

議  長：事務局説明をお願いします。 

 

事 務 局：非農地通知というのは、その年に農地利用状況調査を行ったうえで、非農地と判断された土地、



赤判定の土地について、生存者で登記名義人が生存していることで通知を出すことが出来るん

です。ですから全体の、今回大島に出す予定にしております 3枚目の非農地通知書についてと

いうことで面積と筆数を書いております。その裏に通知書を発送する方の名前と地番も入れて

おりますが、この方は皆生存している方で、赤判定をした土地でございます。 

 

5 番委員：その対象は分かりました。それで会長名で出すのに、相手方に送るんだけど、調査して歩くわ

けじゃな。これで上がってきた。それで発送するという話やわね。そうすると農地法第 2条第

1 項の農地に該当しない旨ということの文書、これ素人は全く内容が分からんと思う。なんで

という話。だからここの所を第 2条なのはそれは書いて良いんだけど、そのどういうふうな状

況で該当しませんよと、農地に該当しませんよと、若干親切に書かれた方が良いのかなと、ち

ょっと私は思った。そうすると、農地台帳を整理させていただきます。これどういう意味です

か。 

 

議  長：事務局。 

 

事 務 局：農地台帳整理というのは、今佐伯市に農地を持っている方、全筆リストにあるんですが、これ

が 10 万筆ぐらいあったんですが、その中から出来るだけ農地、非農地化した農地は出来るだ

け除外しようということで、他市もかなりしている所も多いんです。佐伯市は今年から始めて

この非農地通知を出すようになっております。あまりに農地が多いので台帳から少しでも非農

地化した農地を削除することで始まっておりますので。 

 

5 番委員：農業委員の事務的な簡素化にもいいようにあるんだけど、相手方が見た時に、これどういうふ

うに感じるのかなと。私も含めてなんですけど、農地台帳から整理させていただきますという

のは、雑種地になるんですか、なんなんですかと、もう一つ先にいくと思うんじゃわ。 

 

事 務 局：それはですね、雑種地とかそういうふうにはなりません。そういう所には出しません。農地と

して改廃した農地しか通知を発送いたしません。 

 

議  長：天野さん、吉良さんが言うのは、農地台帳に筆数が載っているじゃないですか、非農地になれ

ば農地台帳から抹消するということなんでしょ。基本的に。はい、どうぞ。 

 

事 務 局：今天野が言ったとおりなんですよ。ただ何でこれ、農地台帳から削除しますと言ったら法務局

の登記簿を削除するとまず心配されると思うんですね。ですからそれについては関係ありませ

んよと書いているかと思うんですよ。だから、農地台帳という言葉が独り歩きして法務局の俺

の畑がいつの間にか山林に変わっとるんかとかいうこととは違いますよと、まず押さえんとい

けん。農地台帳という言葉は。それはあくまで農業委員会が所管している我々の台帳だけです

よと。ですから大入島の時についても、それを出したらちょっと驚いてくる人がいらっしゃい

ました。その時には担当が、あくまでも法務局の登記は動かんからあなたがもし地目を変えた

いんであれば、こういう手続きをしてください、法務局を教えますよというような説明をして

います。ですから、御指摘のとおり農地台帳というものがいったい何ぞやという、本当こちら



の立場にすれば簡単なことだけど、向こうの立場にしたら私も何の事やろうと思うと思います

のでこの御指摘を踏まえながら文書の中身についても検討させてもらって、農業委員会の中で

も出来るだけわかりやすい形で進めさせていただきたいと思います。貴重な意見ありがとうご

ざいます。 

 

5 番委員：もう一つですけど。さっき巻矢委員が心配していたように、そういうのを合わせて勝手にやっ

ていいのという所もあるから、そういうのも含めて考慮しといていただきたいということです。 

 

議  長：今の勝手にという意味はどういう意味ですか。 

 

5 番委員：推進委員が農地を調査して歩きますよね。そしてこの一覧表にあげました。会長名で送ります。

そういう事やな。だけど、今みたいに非農地としてしますよとなると誤解を受けやすいんやわ。

素人は。何やってもいいのかという話を誤解を受ける場合があるかわからんから、その辺の所

の補足をちゃんとしとかないと、巻矢委員が言ったように、この中で荒れた土地がありました、

土地改良区の賦課金の対象の土地になってましたという時に独り歩きをまたする恐れが、そう

いう心配を一つずつ取り除くような文書にしとかないとということです。100 パーセントする

必要はないかもしれないけど、そういうことです。 

 

議  長：意味わかるやろ。 

 

事 務 局：分かりました。 

 

議  長：この件につきましては、農地法の運用で新旧対照表が出てますように、今までは農業委員会の

総会又は部会の議決によって農地に該当しない旨判断を行うということでやってましたけど

も、今回からは、直接農業委員会にはかけずに発送したいと。そして、事後報告としてこのこ

とを発送しましたよという報告をすると、そういうことですね。 

 

事 務 局：委員さん方がそれでいいのであれば、そうしたいと思います。 

 

議  長：どうでしょうか。今の説明で。よろしいですか。（はい、の声あり）それでは異議なしという

ことでよろしいですね。それでは、賛成の諸君の挙手をお願いします。（挙手多数）それでは

異議なしということで行いたいと思います。それでは事務局の方にお渡しします。 

 

17 番委員：それでは皆さん長時間慎重審議ありがとうございました。これをもちまして令和 2年第 9回佐

伯市農業委員会を閉じたいと思います。 

 

（17 時 3 分閉会） 


