
令和 2年第 7回佐伯市農業委員会議事録 

 

日  時： 令和 2年 7月 2日（木曜日） 15 時 00 分～16 時 30 分 

場  所： 佐伯市役所 6 階 大会議室 

出席農業委員： 1 番 山田 定男    2 番 小野 美智子   4 番 簀戸 猪文   5 番 狩生 哲廣  

6 番 黒岩 眞由美   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  11 番 小野 隆壽   12 番 吉良 勝彦   13 番 工藤 雄一 

14 番 谷川 享宏    15 番 塩月 吉伸    16 番 河野 周一   17 番 三又 勝弘 

出席農地利用 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 8区 小川 忠重 佐伯 9区 林 寛      弥生 1区 大石 太士 

弥生 3区 藤原 安政 宇目 2区 矢野 弥平  直川 1区 曽根田 正弘 直川 2区 橋迫 新五   

蒲江 3区 松尾 孫重 

欠席委員：3番 市川 一清   

事 務 局：事務局長 穴見 哲男  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 20 号議案 農地法第 3条の規定による許可申請について 

    第 21 号議案 農地法第 4条の規定による許可申請について 

第 22 号議案 農地法第 5条の規定による許可申請について 

第 23 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） 

     ④非農地証明願について 

       ⑤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：ただいまより令和 2年第 7回佐伯市農業委員会を開催します。本日の欠席委員は 3番の市川委

員。農業委員 17 名中、本日の会議の出席者は 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 名中、今回も

コロナウイルスの関係がありますので、議案に関係する 10 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、6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本日の議事録署名人を指名いたします。9番の髙畠委員、それと

10 番の御手洗委員にお願いいたします。それでは令和 2年 7月 2日開催農地案件の件数及び面

積総括について事務局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。今回の議案は、農地法第 3条、件数が 5件、田

が 3,542 ㎡、畑が 6,648 ㎡、合計が 10,190 ㎡。農地法第 4 条、件数が 4 件、田が 859 ㎡、畑

が 842 ㎡、合計面積が 1,701 ㎡。農地法第 5条、件数が 16 件、田が 7,491 ㎡、畑が 1,617.89

㎡、合計面積が 9,108.89 ㎡。合計につきまして件数が 25 件、田が 11,892 ㎡、畑が 9,107.89

㎡、総合計面積が 20,999.89 ㎡。以上提案いたします。 

 

議  長：ただいま面積総括について事務局から説明がございました。よろしいですか。それでは議事に

入りたいと思います。第 20 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、3 条の 1 番、2 番、関連性がございますので、事務局まとめて説明をお願

いいたします。 

 

事 務 局：3 条について提案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。3条の 1、2につきましては、譲受人が同一ですので一括して提案させていただきます。今

回の申請は、売買による所有権の移転です。申請農地は、農業振興地域内の農用地です。譲受

人は、自己所有農地で米、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、米、野菜を栽培

するとのことです。取得後の耕作面積は 70.91ａ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3条の1番、

2 番について、皆様の意見を受けたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願

いいたします。(ありません、の声あり)特になしとの意見がございましたので取りまとめたい

と思います。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。それでは 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：3条の 3について説明したいと思います。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用地です。譲受人は、

借入地で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。農地

取得後は引き続き果樹を栽培するとのことです。取得後の耕作面積は 55.57ａ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。また、農地所有適格法人の要件を満たしていることを申

し添えます。 

 

議  長：担当の矢野推進委員さんお願いいたします。 

 

宇目 2区推進委員：別に問題はございません。 

 

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 3条の 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：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および農地です。譲受人は、自己所有農地で米、野菜、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。耕作は譲受人夫婦

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 51.19ａ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。それではこれより 3条の 4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。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、事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：住宅地図の冊子 5 ページ、6 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。空き家バンクに登録された空き家に付随する

農地ということで、令和元年 9月開催の第 9回農業委員会で指定されています。農業経営に必

要な農機具は今後導入する予定とのことです。農業は譲受人 1人で行う予定とのことです。農

地取得後は、米、茶、野菜類を栽培するとのことです。取得後の耕作面積は 25.75ａ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。 

 

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：問題ないと思われます。 

 

議  長：担当推進委員さんからも別に問題なしとの意見がございました。それではこれより 3条の 5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）特に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 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。続きまして第 21 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 1番より説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：4条の 1について説明いたします。お配りしている地図の 7ページをご覧ください。申請地は、

都市計画区域内、第二種中高層住居専用地域の第 3種農地の田です。賃貸共同住宅としての用

途による申請ですが、昭和 56 年 4 月 7 日に申請者の親が許可を得ずに共同住宅を建築してお

りました。そのため、今回申請者からの始末書を添付しての追認申請となっております。新た

に工事を行うことはありませんので、周囲への被害はありません。水利権はありません。許可

基準は、運用通知第 2－1－（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。 

 

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 4条の 1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。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 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。植林としての

用途による申請ですが、昭和 50 年頃に申請者の父親が許可を得ずに杉を 35 本植林しました。

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。現在、杉は伐採しており、残

地には切株が残っている状況です。今後は周囲の山林化に伴い、農地としての利用が困難にな

ったため、現状のとおり山林とする計画です。また、新たな植林計画については、申請地は水

はけが悪く杉等の苗木が育ちにくい土壌のため、広域的な植林計画と排水対策ができれば可能

とのことです。新たに工事を行うことはありませんので、周囲への被害はありません。水利権

はありません。許可基準は運用通知第 2－1－（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。 

 

議  長：それでは担当の林推進委員さんお願いいたします。 

 

佐伯 9区推進委員：この一帯は、昭和の末期ぐらいまでは、畑として使われていたんです。その後耕作者

も高齢化に伴って土地が荒れ、植林がされ、昨年この一帯を伐採をいたしました。また改めて

杉を植林しているというふうな状況でございます。 

 

議  長：ありがとうございます。それでは 4条の 2番について皆様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。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 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。一般住宅としての用途によ

る申請ですが、平成元年 10 月に許可を得ずに申請者が住宅を建築しており、住宅の一部が申

請地に入っていました。また、住宅敷地内の別の申請地についても、宅地として利用している

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。 

 
議  長：それでは担当の藤原推進委員さんお願いいたします。 

 

弥生 3 区推進委員：30 年程昔の話で、この一帯、水田等昔、地図の上で左側、こちらにあったんですが、

現在施設が出来ております。周辺一帯は、屋敷畑があるというような第 2種農地で、特に問題

は起こらないと思います。 

 

議  長：ありがとうございます。それではこれより 4条の 3番について、皆様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。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 4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：4条の 4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。申請地の畑内のすり鉢

状の窪地を解消し農地として利用する計画です。造成後は畑として家庭用作物を作付けする計

画です。申請地では、縦横 10ｍ、高さ 5ｍ程度のすり鉢状の窪地の解消を行いますが、土砂を

窪地へ搬入するため、土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。木立土地改良区から、問

題ない旨の意見書が添付されております。許可基準は運用通知第 2－1－（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。 

 

議  長：それでは担当の小川推進委員さんお願いいたします。 

 

佐伯 8 区推進委員：この写真ではちょっと分かりにくいんですが、草が生えとって、本当はものすごく 5

ｍだからかなり深いんですけども、実は、前所有者がここに井戸を掘ろうとしたんじゃないか

と思うんです。水の便の関係で。本人がバックフォーを持っていたんでかなり深く掘って、草

がない状態では非常に怖い状態です。周りに柵も何もございません。トラクターで居眠りした

ら真っ逆さまに落ちるような状態です。冬だったらはっきり分かるんですけど、下の方に水が

溜まっています。今の所有者は数年前にこの方から買い上げたんで、現地がこういう状況なん

で埋めさせてもらいますという形になりました。 

 

議  長：ただいま担当推進委員さんから詳しく説明がございました。それでは 4条の 4番についてこれ

より皆様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。

4 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。4 条の 2番については山林に戻すように依頼してください。そ

れと、4条の 3番については宅地依頼をしてください。それでは第 22 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。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 11 ページをご覧ください。申請地は、JR 上岡駅か

ら概ね 300ｍの区域内にある第 3 種農地の田です。建売住宅及び進入路、貸駐車場用地として

の用途による申請です。譲受人が建売住宅 2棟及び進入路、貸駐車場用地として利用する計画

です。申請地では、木造平家建て、建築面積 107.03 ㎡の住宅を 2 棟建築します。また、隣接

施設には駐車スペースがないため駐車場を整備し、併せて建売住宅及び駐車場用の進入路を整

備する計画です。隣接地の境界部分に対してはＬ型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。排水は、合併浄化槽及び側溝に放流します。水利権はありません。

許可基準は、運用通知第 2－1－（1）－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 1番

について皆様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。

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 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種農地の田です。太陽光発電施設としての用

途による申請です。申請地では米を作付けしておりましたが、地権者は介護施設に入所してお

り、子も現在他で仕事をしているため、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 288 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 2－1－（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。 

 

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：今回後継者がいないということで、この申請になったということで、周囲の方の承諾

も得ており特に問題ないと思われます。 

 

議  長：特に問題なしとの担当推進委員さんからの意見がございました。それではこれより 5条の 2番

について意見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 13 ページをご覧ください。申請地は、農業公共投資

の対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の田です。太陽光発電施設としての用

途による申請です。申請地では米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、息子さんも手が回らず耕作できない状況です。また、申請地に入る際に他人の敷地を

通らないといけないため、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 300 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。 

 

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：この件も前と一緒のようですので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3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。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 14 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。太陽光発電施設としての用途による申

請です。申請地では米を作付けしておりましたが、地権者は自営業を営んでおり耕作まで手が

回らないため、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 284 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、申請地区は鳥獣進入防止

柵で囲まれていますが、防止柵の撤去、移転等は行わないため周囲への営農に支障はありませ

ん。防止柵事業の担当課、佐伯市林業課からも問題ない旨の確認を得ています。高畠井堰土地

改良区から、問題ない旨の意見書が添付されております。許可基準は、第 3種農地の許可要件

に該当いたします。 

 

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：周辺の方にも事前に説明等終えているという誓約書も提出しているということで特に

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。それではこれより 5条の 4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 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。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、管理していくことに苦慮しておりました。申請地では 324

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、申請地周辺



は鳥獣進入防止柵で囲まれていますが、防止柵の撤去、移転等は行わず、また、防止柵設置内

に耕作地はないため影響はありません。防止柵門扉の幅の関係で一時的な取外しが必要な場合、

原状復旧を確実に行うとのことです。防止柵事業の担当課の佐伯市農林水産工務課からも問題

ない旨の確認を得ています。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

いたします。 

 

議  長：それでは担当の矢野推進委員さんお願いします。 

 

宇目 2区推進委員：見てのとおり全て周りがこんな状況でまず問題はないなと思っております。 

 

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。それではこれより 5条の 5番

について皆様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 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 16 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。貸駐車場及び進入路用地の用途による

申請です。譲受人が代表取締役を務める会社敷地には駐車スペースがなく、代替地も検討しま

したが会社から距離が離れているため適切な代替地がないため、当該申請地を駐車場及び進入

路用地として使用する計画です。申請地では、6 台分の駐車スペースと進入路を設けます。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。なお、今回申請による所有権移転、持分について、○○○○番○の進入路用地は、

譲渡人 2名の各持分 2分の 1の内、各 6分の 1を譲渡するため、譲受人の持分は 3分の 1とな

り、○○○○番○の駐車場は、各持分が全部移転となります。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。 

 

議  長：それでは担当の山田推進委員さんお願いいたします。 

 

佐伯 4区推進委員：特に問題はないと思われます。 

 

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。それではこれより 5条の 6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 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 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 種農地の田と畑です。宅地分譲用地としての用途による申請です。



譲受人が申請地と非農地証明地内に 3 区画分の分譲地を造成します。申請地では、3 区画分の

分譲地を造成します。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、排水、雨水は側溝に放流します。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。 

 

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：これは農地法以前の物件らしくて、この度は始末書付きで出てきている案件で問題な

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。これより 5条の 7番について

皆様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 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番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、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。宅地拡張及び駐車場用地

としての用途による申請です。譲受人の既存駐車スペースは個人用であり、来客用の空きスペ

ースがないため、今回申請地を個人事業所の来客用駐車スペースとして利用する計画です。ま

た、申請地隣接の譲受人の住宅敷地は建物以外には空きスペースはないため、庭園部分として

も利用する計画です。申請地では、2 台分の駐車スペースと宅地拡張、庭園部分を設けます。

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。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。 

 

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：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。これより 5条の 8番について

皆様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 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。続きまして 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番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。貸駐車場用地としての用

途による申請です。譲受人が、自宅兼事務所近くの駐車場として利用する計画です。なお、申

請地は転用許可を受けずに、令和 2年から駐車場として利用していたことから、今回申請人の

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。許可基準は第 2種農地の許可要件に該当いたします。 

 

議  長：それでは担当の松尾推進委員さんお願いします。 

 

蒲江 3区推進委員：別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。それではこれより 5条の 9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 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 番について説明いたします。地図の 20 ページをご覧ください。申請地は市街地化が

見込まれる区域内にある第 2種農地の田です。建売住宅としての用途による申請です。譲受人

が建売住宅 1棟として利用する計画です。申請地では、木造 2階建て、建築面積 51.59 ㎡の住

宅を 1棟建築します。申請地の南側は擁壁があり、西側は里道に面し、北側と東側にはブロッ

ク塀を設置するため、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いたします。 

 

議  長：それでは担当の林推進委員さんお願いいたします。 

 

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。これより 5 条の 10 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 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 番について説明いたします。地図の 21 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。譲受人は駐車場がなく、近くの駐車場を借りているため、自宅前の申請地

を駐車場とする計画です。舗装等の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。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。 

 

議  長：担当の清水推進委員さんの意見書の読み上げを事務局お願いいたします。 

 

事 務 局：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：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見書が上がってございます。これより 5 条の 11

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 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 番について説明いたします。地図の 22 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。宅地拡張及び駐車場用

地としての用途による申請です。譲受人の住宅敷地は建物以外には空きスペースはなく、また、

二世帯同居のため庭園及び駐車スペースが不足していました。今回、住宅隣接地の申請地に庭

園及び駐車スペースを設ける計画です。申請地では宅地拡張、庭園部分と 2台分の駐車スペー

スを設けます。造成工事は一部切土を行い、路面施工は砂利敷きを行います。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。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。 

 

議  長：それでは担当の大石推進委員さんお願いいたします。 

 

弥生 1区推進委員：特に問題ありません。 

 

議  長：担当の大石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 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13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 13 番について説明いたします。地図の 23 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。母親が経営している美容室の来客用駐車場について、所有する住宅敷地

内に駐車していますが、個人用駐車場の利用時には駐車できない状況です。また、父母が信仰

している宗教団体の地域拠点でもあるため車の出入りも頻繁にあり、家族の車の出入りする時

には整理が必要です。申請地では 4台分の駐車スペースを設けます。造成工事は砕石敷きの路

面施工のみを行い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。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。 

 

議  長：担当推進委員さんはいないようですので、5条の 13 番の意見書を読み上げてください。 

 

事 務 局：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：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見書が上がってございます。それでは 5 条の 13

番についてこれより皆様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 13 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 14 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 14 番について説明いたします。地図の 24 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。現在、施設来客用に借りている土地は、間口が狭く駐車台数が少ない状

況であり、来客者の不便を改善するため駐車スペースを確保する計画です。申請地では 8台分

の駐車スペースを設けます。造成工事は行わず、除草と整地のみ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。なお、申請地隣接の現在施設来客

用に借りている土地についてですけども、そちらは借りているということで、地権者の方から

貸与している旨の確認書をいただいております。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。 

 

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：この説明の中で貸駐車場ですが、ただの駐車場だと思うんですけど。訂正していただ

けますか。 

 

事 務 局：貸駐車場としている所が、申請者は個人での申請ですので、実際は施設の来客の駐車場として

借りてるということなので、その点で貸駐車場としております。 

 

佐伯 3区推進委員：はい、分かりました。事務局の説明のとおり、県道から入る分の土地については、所

有者の使用承諾書を貰っているということなので、そして造成工事も行わないということなの

で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 14 番につい

てこれより皆様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

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 14 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 15 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 15 について説明いたします。地図の 25 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。申請地隣接の土地に住宅を新築していますが、住宅敷地内は建物以外には空



きスペースが少なく、また、庭園として利用するため、今回住宅隣接地の申請地に駐車スペー

スを設ける計画です。申請地では 3台分の駐車スペースを設けます。造成工事は行わず現状の

ままで整地のみを行うため、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いたします。 

 

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：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 5 条の 15 番につい

てこれより皆様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

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 15 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 16 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 16 番について説明いたします。地図の 26 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。一般住宅としての用途

による申請です。申請地は転用許可を受けずに平成 14 年の住宅建築の際にブロック塀を設置

しており、宅地の一部として利用していたことから今回申請人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。 

 

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：始末書も出ているので問題はないと思います。 

 

議  長：特に問題なしとの意見がございました。これより 5 条の 16 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 16 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。事

務局 16 番については宅地申請を依頼してください。続きまして第 23 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を議題といたします。1 番と 2 番については関連性がございま

すので一括して事務局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。地図の 27 ページをご覧ください。変更申請 1 と 2 は隣接

地で関連しており一括して説明をさせていただきます。変更申請 1 は計画面積 68 ㎡の減少、

変更申請 2 は変更申請 1 の計画面積減少分の 68 ㎡の増加による双方の計画面積の変更、増減

に伴う変更申請です。変更申請 1の申請地は令和元年 12 月 13 日付、指令南局農振第 5号の 82

において一般住宅用地としての転用許可を受けていますが、当初許可を受けていた○○○番○



の敷地の一部に子、長男が住宅を新築することとなり、建物の配置上余儀なく当該転用敷地の

一部と重複しました。今回の変更申請により、重複部分の転用面積を減少する計画です。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。続いて

変更申請 2 について説明いたします。申請地は令和 2 年 5 月 14 日付、指令南局農振第 5 号の

15 において一般住宅として許可を受けていますが、先ほど変更申請 1で説明いたしました住宅

を新築するにあたり、変更申請 1の当初転用敷地の一部と重複しました。重複部分の転用面積

は変更申請1で減少を行うため、今回の変更申請では重複部分の転用面積を増加する計画です。

そのため転用面積は当初 1筆の一部でしたが、1筆の全部へ変更、増加することになりました。

申請地の現況は、農地部分の表土掘削を行い、砕石を敷き均して締め固めています。土地造成

工事については、概ね計画どおり実施しているため土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われま

す。水利権はありません。 

 

議  長：それでは担当の橋迫推進委員さんお願いいたします。 

 

直川 2区推進委員：重複面積の訂正ということで、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、これより農地転用

許可に係る事業計画の変更承認について、1 番、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。1 番、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。佐伯市農業

委員会としては、第 3 条の 5 件については許可したいと思います。農地法第 4条の 4 件、第 5

条の 16 件、それと事業計画変更の 1番、2番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。ここで 10 分間の休憩を挟みたいと思います。 

 

（休憩） 

 

議  長：再開いたします。その他の議案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。それでは農政課より説明をお願いいたします。 

 

農 政 課：農政課園芸振興係の泉です。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 51 件となっております。御手元の農用地利用集積計画（案）

の表紙をめくっていただきまして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、1筆で 186 ㎡、契約期間 5年、7筆で 3,135 ㎡、契約期間 6年、10 筆で 10,253

㎡、契約期間 10 年、14 筆で 15,636 ㎡、契約期間 20 年、19 筆で 5,765 ㎡、これらを合計する

と 51 筆で 34,975 ㎡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。どなたか御質問

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。ちょっと私の方からいい

ですか。10年契約の 8番と 10 番は、反当の賃借料、4138 に対する賃借料、どっちですか。 

 

農 政 課：お答えします。8 番、10 番に限らず、5 番から 14 番、10ａあたりということで掲載して、10

年分を一括ということになっております。 

 

議  長：ということは、約 50 万円近く発生するんだけど。 

 

農 政 課：10ａあたり 25,000 円の単価で 10 年分という形になっておりますので。 

 

議  長：4138 の賃借料やな。 

 

農 政 課：そうですね。4138 ㎡に対しての賃借料という形になります。 

 

議  長：そしたら、反当の賃借料もあり、全体の賃借料もありというような状態にならせんかい。どっ

ちかにまとめた方がいいと思います。いいですかね。 

 

農 政 課：御指導ありがとうございます。確かに 10ａあたりの単価で書いている記載のものと支払われる

金額で書いているものが混合しておりますので、修正して分かりやすいように記載をしていく

ようにいたします。 

 

議  長：他にございましたら。ないですか。農用地利用集積計画（案）について、これより取りまとめ

たいと思います。賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成というこ

とで許可したいと思います。続いて利用権設定の推進について（お願い）について農政課より

説明をお願いいたします。 

 

農 政 課：次に利用権設定の推進についてです。今回は、満期が到来する利用権の再設定の案件がござい

ませんでしたので新規掘り起こしのみお願いいたします。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は 7

月 15 日水曜日といたします。農政課又は各振興局まで御提出をお願いいたします。 

 

議  長：今月の締め切り 7 月 15 日となっております。よろしくお願いいたします。続きまして農用地

利用配分計画（案）について農政課より説明をお願いいたします。 

 

農 政 課：農政課水田畜産係の首藤と言います。今月の案件は、令和 2 年 9 月 1 日開始の合計 39 件にな

ります。契約期間が 6年のもの、新規の田、6筆、面積が 7,017 ㎡、更新分が 4筆、3,236 ㎡、



契約期間6年の合計で10,253㎡、契約期間10年のもので、いずれも更新で10筆、面積が13,044

㎡、契約期間 20 年のもの、いずれも新規で 19 筆、5,765 ㎡、以上合計で 39 筆、面積が 29,062

㎡となっております。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）について農政課より説明がございました。どなたか質問等

ございましたら挙手をもってお願いいたします。ないですか。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。それでは、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が 1件出ておりますので説明をさせていただきます。まず申請地の現地

調査は、6月 25 日に担当区の清田推進委員と農業委員 2名、事務局 1名で実施しました。申請

地は、佐伯市大字鶴望字平奥、地目、畑 1 筆、田 2筆の計 3 筆でございます。これは 5 条の 7

の申請地と同様の所でございます。申請地の土地の表示、申請人は議案書のとおりです。現地

は添付書類の地図をご覧ください。この申請地は、地目は畑と田でありますが、昭和 17 年に

住宅が建設され、建物登記がされております。農地法上では、違反転用ではありますが、この

申請地は農地法が制定される昭和 26 年以前に建築されていることから違反転用とはならない

ので今回の申請に至っています。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。なお、推進委員さんからは特に問題なしとの意見をいただいております。 

 

議  長：担当推進委員さんの意見書の読み上げもございました。ただいま非農地証明願 1について事務

局より、また担当推進委員さんからの意見書の読み上げがございました。どなたか意見がござ

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。非

農地証明願 1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、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いたします。事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：住宅地図の冊子 2ページをご覧ください。今回の申請は、空き家バンクに登録された空き家に

付随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、一番近

い農地は、家屋に隣接しており、その他につきましては、道路向かいで約 5ｍの距離となりま

す。申請する農地は全部で 3筆で総面積は 3.34ａ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：それでは担当の橋迫推進委員さんお願いいたします。 

 

直川 2区推進委員：ただいま説明がありましたように、農地は家の方にほとんどくっついております。も

うすぐ行けるような状態です。近頃、耕作というか作った後は見受けられなかったんですけど



も、ちょっと手を入れれば作物を作るの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。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。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。これにて全ての議案審議が終了いたしました。それでは副会長にマイクを渡し

たいと思います。 

 

17番委員：これをもちまして令和2年第7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 30 分閉会） 

 

 


