
令和 2年第 6回佐伯市農業委員会議事録 

 

日  時： 令和 2年 6月 2日（火曜日） 14 時 00 分～15 時 12 分 

場  所： 佐伯市役所 6 階 第 2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   8 番 田嶋 義生    10 番 御手洗 大悟 11 番 小野 隆壽 

12 番 吉良 勝彦   15 番 塩月 吉伸    16 番 河野 周一    17 番 三又 勝弘 

欠席委員： 6 番 黒岩 眞由美   7 番 夛田 寿志   9 番 高畠 千恵美   13 番 工藤 雄一  

  14 番 谷川 享宏     

事 務 局：事務局長 穴見 哲男  総括主幹 橘 公展   副主幹 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 17 号議案 農地法第 3条の規定による許可申請について 

    第 18 号議案 農地法第 4条の規定による許可申請について 

第 19 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非農地証明願について 

     ⑤農業委員会事務の実施状況等の公表について 

 

 



事務局長：ただいまから令和 2年第 6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、7番の夛田寿志委員、9番の髙畠千恵美委員、13 番の工藤雄一委員、14番の

谷川享宏委員となっております。農業委員 17 名中、本日の会議の出席は 12 名となっておりま

す。よって佐伯市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、今回も農地利用 適化推進委員の出席につきましては、新型コロナウィルス感染防止対策

の処置といたしまして出席の方を御遠慮していただいておりますのでお知らせいたします。続

きまして、先月の大分県知事許可案件につきましては、5月 20 日付けで許可となっております

ので報告をいたします。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になりますので、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。8番の田嶋委員、10 番の

御手洗委員にお願いいたします。それでは事務局から議案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。農地案件の件数及び面積につきましては、農地

法第 3条、件数が 9件、田が 6,208 ㎡、畑が 1,011.44 ㎡、合計面積が 7,219.44 ㎡。農地法第

4条、件数が 6件、田が 1,900 ㎡、畑が 986 ㎡、合計面積が 2,886 ㎡。農地法第 5条、件数が

3 件、田が 322 ㎡、畑が 471 ㎡、合計面積が 793 ㎡。全ての合計につきましては、件数が 18

件、田が 8,430 ㎡、畑が 2,468.44 ㎡、総合計につきましては 10,898.44 ㎡。以上を提案いた

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議案説明がございましたけれども、議案の中で分からない所等ございまし

たら。ないですか。それでは、第 17 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 1番より事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：3 条の案件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

おります管内図と住宅地図を御参照ください。まず 3条の 1について説明をさせていただきま

す。住宅地図の冊子 1 ページをご覧ください。今回の申請は、売買による所有権の移転です。

申請農地は、農業振興地域内の農用地です。譲受人は、自己所有農地で米や野菜、菊を栽培し

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。農業は譲受人夫婦の 2人で

行っているとのことです。農地取得後は野菜類を栽培するとのことです。取得後の耕作面積は

50.97ａ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。事務局からの説明は以上です。

担当推進委員から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 1番について事務局の説明及び推進委員さんからの意見書、特に問題なしとの

意見書が読み上げられました。3 条の 1番についてを議題といたします。どなたか意見等ござ



いましたら挙手をもってお願いいたします。（ありません、の声あり）特になしとの意見がご

ざいましたので取りまとめたいと思います。3 条の 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：続きまして 3条の 2から 4を一括して説明させていただきます。この案件は、譲受人が法人と

なっていますが、農地法で農地所有適格法人以外の法人は農地を所有することが出来ないとさ

れております。この案件を説明する前に農地所有適格法人について簡単に説明させていただき

たいと思いますので、別紙でお配りしております、農地所有適格法人の要件と書かれた用紙を

ご覧ください。一つ目の要件が法人形態要件となっております。株式会社、農事組合法人、合

名会社、合資会社、合同会社であること。二つ目の要件としまして、事業要件、主たる事業が

農業で、その売上高が過半を占めるもの。これは、農産物の加工、販売等の関連事業も含まれ

ます。三つ目の要件としまして、議決権要件、法人の行う農業に常時従事する個人、農地の権

利を提供した個人、法人に基幹的な農作業を委託している個人、地方公共団体、農地中間管理

機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、これらのものの議決権の合計が総議決権の過半を

占めること、役員の過半が法人の行う農業に常時従事する構成員であること。役員又は重要な

使用人の 1人以上が、法人の行う農業に必要な農作業に従事すること。この四つの要件が農地

所有適格法人の要件となっております。これから説明する案件の譲受人は、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ておきます。それでは、3条の 2から 4の説明に移りた

いと思います。住宅地図の冊子 2ページをご覧ください。3条の 2から 4は、同じ譲受人への

売買になり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、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

料作物の栽培や畜産を行うとのことです。取得後の耕作面積は 43.50ａ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。事務局からの説明は以上です。担当推進委員から特に問題ない旨

の意見書が提出されています。 

 

議  長：ただいま 3 条の 2 番、3 番、4 番について説明がございました。これより 3 条の 2、3、4 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）ないようですので取りまとめたいと思います。3条の 2番、3番、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番について事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：3 条の 5 について説明をさせていただきます。住宅地図の冊子 3 ページ、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、農業振興地域外の農地です。

譲受人は、自己所有農地で米や野菜、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。農業は主に譲受人夫婦の 2人で行っているとのことです。農地取得後

は野菜類を栽培するとのことです。取得後の耕作面積は 100.25ａ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。担当推進委員から特に問題ない旨の意見書が提出されています。 

 

議  長：ただいま事務局の説明と推進委員さんからの意見書の読み上げがございました。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 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、農業振興地域内の農用地及び農地です。譲受人は自己所有農地で米や茶を

栽培しているとのことです。農業経営に必要な農機具は所有しています。農業は主に譲受人夫

婦の 2人で行っているとのことです。農地取得後は、現状の 200 ㎡未満の農業用倉庫用地とし

ての利用と野菜を栽培するとのことです。取得後の耕作面積は 68.3044ａ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。担当推進委員から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 6番について説明がございました。これより 3条の 6番について意見等求めた

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 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、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。農業は主に譲受人夫婦の 2人で行っ

ているとのことです。農地取得後は、米を栽培するとのことです。取得後の耕作面積は 154.55

ａ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。担当推進委員から特に問題ない旨の

意見書が提出されています。 

 

議  長：譲受人が推進委員の○○さんなんですよ。元々ここをずっと耕作してた状態の中で贈与という

ことが発生しました。見てのとおり早期米を植えてございます。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 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許可

したいと思います。続きまして 3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：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、農業振興地域外の農地です。譲受人は、自己所有農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。農業は主に譲受人夫婦と子の 3人で行

っているとのことです。農地取得後は、野菜類を栽培するとのことです。取得後の耕作面積は

145.56ａ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。担当推進委員から特に問題な

い旨の意見書が提出されています。 

 

議  長：これだけ農地が残っていたということです。左側の地権者が戻しますよという話です。3 条の

8 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。3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許可したいと思います。続きまして 3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：住宅地図の冊子 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用地です。譲受人は、自己所有農地で米や野菜、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。農業は主に譲受人本人と両親

の 3人で行っているとのことです。農地取得後は、果樹を栽培するとのことです。取得後の耕

作面積は 103.60ａ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。担当推進委員から

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 9番について説明がございました。これより 3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)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 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、第 18 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。事務局 4条の 1番から説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：それでは 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。 

農地造成の用途による申請です。申請地は河川沿いにあり、台風等で何度も冠水しており、農

地としての機能を果たすことが出来ないため、建設工事等で発生する残土を利用してかさ上げ

を行う計画です。なお、現在の申請地は、転用許可が不要となる大分県発注の河川災害復旧工

事が行われております。申請地では、断面ごとに 3.7ｍ、2.8ｍ、1.6ｍ、1.3ｍのかさ上げを行

いますが、隣接地に対しては間隔を空け安定勾配で盛土を行うため、土砂の流出、崩壊の恐れ

はないと思われます。また、造成後は畑として栗等の果樹を作付けする計画です。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 4条の 1番について事務局より説明がございました。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。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。ないよ

うで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）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

農業振興地域内にある農用地区域内農地の田です。農地造成の用途による申請です。申請地は

土地が低く、大雨等で水没するため、浸水被害に苦慮しておりました。造成後は、畑として桑

の木、スイートマルベリーを作付けする計画です。申請地では、1ｍのかさ上げを行いますが、

隣接地に対しては間隔を空け安定勾配で盛土を行うため、土砂の流出、崩壊の恐れはないと思

われます。水利権はありません。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します。なお、担当推進委員さん

からは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 4条の 2番について事務局より説明がございました。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 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。植林としての用途による申請

です。昭和 51 年 5 月 1 日に申請者の親が許可を得ずに杉を 100 本植林しました。現在も杉は

植わっており、今回始末書を添付しての追認申請となっております。新たに工事を行うことは

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。なお、担当推進委員さんから、本案件は無断転用の状態で昭和 51年 5

月 1日に申請者の親が許可を得ずに杉を植林していますが、代は替わり、今回子である申請者

から始末書が添付されています。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の意見書をいただいております。 

 

議  長：懇切丁寧な意見書だと思います。これより 4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。ないようで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）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 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種農地の畑です。一般住宅としての用途による

申請ですが、昭和 46 年 1月 10 日に申請者の親が許可を得ずに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。許可基準は第 2種農地

の許可要件に該当します。なお、担当推進委員さんから本案件は無断転用の状態で、昭和 46

年 1 月 10 日に申請者の親が許可を得ずに住宅を建築していますが、代が替わり、今回子であ

る申請者から始末書が添付されております。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の意見書をいただいております。 

 

議  長：ただいま 4条の 4番について事務局より説明がございました。どなたか意見等ございましたら

挙手をもってお願いいたします。（ありません、の声あり）特になしとの意見がございました

ので取りまとめたいと思います。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。続きまして 4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：4条の 5について説明いたします。お配りしている地図の 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。植林としての

用途による申請です。昭和 35 年 3 月に申請者の親が許可を得ずに杉を 20 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。現在杉は台風被害の影響で伐採し

ており、残地には竹が自生している状況です。今後は、周囲の山林化及び隣接水路、湿地帯に

伴い、農地としての利用は困難になったため、現状のとおり竹林、自然林とする計画です。な

お、申請地までは他人の土地を通る必要があります。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。なお、担当推進委員から、本案件は無断転用の状態で昭和 35 年 3 月に申請者の親が許

可を得ずに杉を植林していますが、代が替わり、今回子である申請者から始末書が添付されて

います。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の意

見書をいただいています。 

 

議  長：ただいま 4条の 5番について事務局より説明がございました。これより 4条の 5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）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

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 4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：4条の 6について説明いたします。お配りしている地図の 15 ページをご覧ください。申請地は

都市計画区域内、第二種住居地域の第 3種農地の畑です。倉庫の用途による申請です。年月日

不詳に申請者の親が許可を得ずに倉庫、住宅用物置を建築し、隣接する宅地と一体で利用して



おりました。そのため、今回始末書を添付しての追認申請となっております。新たに工事を行

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します。なお、担当推進委員からは、本案件は無断転用の状態で年月日不

詳に申請者の親が許可を得ずに倉庫、住宅物置を建築し、隣接する宅地と一体で利用していま

すが、代が替わり、今回子である申請者から始末書が添付されています。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の意見書をいただいております。 

 

議  長：ただいま 4条の 6番について事務局、それから推進委員さんから説明がございました。これよ

り 4条の 6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）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 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。続きまして第 19 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。5条の 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 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。一般住宅としての用途による

申請です。譲受人、子の家族が増えたことにより、持ち家が手狭となったため、新たに住宅を

建築することになりました。申請地では、木造二階建て、建築面積 90.25 ㎡の住宅を建築しま

す。造成工事は行わないため、土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。また、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）－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。な

お、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。これより 5条の 1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）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 17 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。一般住宅としての用途による申請です。譲受人の家

族が増えたことにより借家が手狭となったため、新たに住宅を建築することになりました。申

請地では、木造二階建て、建築面積 69.97 ㎡の住宅を建築します。造成工事は行わないため、

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

村水利組合から問題ない旨の意見書が添付されております。許可基準は、第 2種農地の許可要

件に該当します。なお、担当推進委員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 2番について事務局からの説明、推進委員さんからの意見がございました。こ

れより 5条の 2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

てお願いします。（ありません、の声あり）特になしとの意見がございましたので取りまとめ

たいと思います。5条の 2番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）

全員賛成ということで承認したいと思います。続きまして 5条の 3番について事務局説明をお

願いいたします。 

 

事 務 局：5条の 3について説明いたします。地図の 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。駐車場用地としての用途によ

る申請です。既存の駐車場は、自宅から離れているため、自宅に隣接する申請地を駐車場とす

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、砕石土の路

面施工を行い、石積等の境界施工を行うため、土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。

また、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。なお、担当推進委員からは、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 3番について説明がございました。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。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。農地法第 3 条の 9 件については佐伯市農業委員会として許可したいと思います。

農地法第 4条 6件、農地法第 5条 3件については多数の意見を付して知事に進達したいと思い

ます。それではこれより 10 分間休憩したいと思います。 

 

（休憩） 

 

議  長：時間になりましたので再開したいと思います。それでは、その他の議案に入ります。農用地利

用集積計画（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 45 件となっております。お手元の農用地利用集積計画（案）を御確認く

ださい。表紙裏の一覧表をご覧ください。契約期間ごとの合計を読み上げます。契約期間 5年

が 4 筆で 5,474 ㎡、契約期間 6 年が 39 筆 40,328 ㎡、契約期間 10 年が 2 筆で 813 ㎡、これら

を合計すると 45 筆で 46,615 ㎡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します。なかったら私の方

からいいですか。契約期間 5年の 1番と 2番。これは先月も出たような気がせんでもないんだ

けど、ちょっと確認しとって。それと、この小作料、これは 6 年契約、1,542 円と 4,233 円と

こういう小作料を作ってもらうと今後農業委員会としてものすごくやりにくいんだけど、こう

いうのでしてくるん。ちょうどキリのいいような状態で出来んのかなと思うんだけど。 

 

農 政 課：まず、契約期間 5 年の 1 番、2 番につきましては、1 年契約で前回申し出があったんですが、

途中で合意解約が出来ることをご存じなかったみたいで、その御説明をした中で、5 年間で契

約をするということで、双方から御連絡いただいております。もう一点の契約期間 6 年の№1

の 6ですね、賃借権で端数が出ている分につきましては、10ａあたり 3,000 円ということでお

話がついていると伺っております。 

 

議  長：ということは出るのはしょうがないということやな。ちょっとやりにくいのはやりにくいけど。

分かりました。他にございませんか。なければ取りまとめたいと思います。農用地利用集積計

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

とで承認したいと思います。続きまして利用権設定の推進について農政課よりお願いいたしま

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しを

お願いしているところですが、満期到来者分については、該当する委員の方にリストを添付し

ておりますので、相談等を受けた場合は御協力の程よろしくお願いします。なお、設定用紙が

必要な場合は御連絡いただければお届けいたしますので御連絡の方をよろしくお願いいたし

ます。今回の書類の締め切りを 6 月 15 日月曜日とさせていただいております。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。 

 

議  長：ただいま利用権設定の推進ということで説明がございました。今月の締め切り 6 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）についてを

議題といたします。よろしくお願いいたします。 

 

農 政 課：農政課水田畜産振興係の首藤と言います。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 8 月 1 日開始分 42 件になります。契約期間 6 年のもの、

登記地目がいずれも田で新規が 9筆、7,193 ㎡、更新が 28 筆、31,367 ㎡、契約期間 10 年のも

の、いずれも新規で田 3 筆、面積が 2,023 ㎡、畑 2 筆、面積が 3,351 ㎡、以上合計 42 筆、面

積が 43,934 ㎡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。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。次に非農地証明願、狩生

の非農地証明願についてを議題といたします。事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：それでは非農地証明願 1番の説明をさせていただきます。御手元の資料をご覧ください。まず、

申請地の現地調査は、5 月 8 日に担当区の宮脇推進委員さんと事務局 2 名で実施しました。申

請地は、佐伯市小福良地区の畑 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、添付書類の位置図をご覧ください。この申請地は、平成 23 年 9 月頃か

ら耕作放棄されているそうです。通常であれば非農地証明は登記名義人本人の申請でなければ

受付けていませんが、登記名義人が生前遺言書で本申請者に譲る意思を示し、裁判所で遺言執

行者選任申立事件として証明をされております。しかし、本申請者が農地を所有しておらず、

このままでは所有権移転登記が出来ないことから、この申請に至っております。また、現地の

状況ですが、スクリーンに映し出しているとおり、一部雑木が生え森林の様相を呈しており、

荒廃しております。以上のことから非農地証明書発行基準要領の第 2の 4に該当する農地と判

断出来るかと思います。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：ただいま非農地証明願 1について事務局より説明がございました。どなたか意見等ございまし

たら挙手をもってお願いいたします。（ありません、の声あり）特になしとの意見がございま

したので取りまとめたいと思います。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、農業委

員会事務の実施状況等の公表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：事務局の方から説明をさせていただきます。御手元の方の資料、二つ似たような資料がホッチ

キス止めしている資料があると思います。別紙様式 1、令和 2 年度の目標及びその達成に向け

た活動計画というのと別紙様式 2、令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

という 2種類。よろしいですか。まずは別紙様式 2の方から若干説明させてもらって、また帰

ってゆっくり見ていただいて、また何か御意見があったらいただきたいと思っております。こ

れは、毎年各市町の農業委員会の現状ということで、ホームページに載せて公表する分であり

ます。別紙様式 2の 初の方に書いているのはセンサスの数字をそのまま横滑りで持って来て

いるような状態であります。次のページを開いてください。担い手への農地の利用集積・集約

化、現状及び課題ということで、担い手への農地の集積、要は担い手を大まかに言ったら認定

農業者であるとか、元認定農業者であった人とか、そういった方たちに対して、農地がどれだ

け集積・集約化されているかということを示しているものであります。1 番 初の段の所を説

明しますと、現状及び課題という所なんですけども、佐伯市管内の農地面積は、1,920ha あり

ます。これまで平成31年 4月 1日、1年前の時には525.1haの農地が担い手に集まっています。

それに対して、次の段ですが、令和元年度の目標及び実績ということで、佐伯市農業委員会で

は、525.1ha を 570ha まで伸ばしていきましょうというような目標を作っております。その結

果が出ております。令和 2年 3月末の結果におきましては 554.4ha ということで、まだ目標に



は達成をしておりません。達成の状況は 97.3%ということで、このような状況になっています。

どういうことを求めているかと言ったら、農業するからにはある程度の規模感が必要です。規

模感、農地をいかにいわゆる担い手、認定農業者に集めていった方が農業の効率も上がってい

くということで、こういった目標値定めているものであります。目標の達成に向けた活動とい

うのが下に書いていますけど、次のページにいきます。新たに農業経営を営もうとする者の参

入促進ということで、これは、先程言った認定農業者の人たちに更にこの 1年間でどういった

新たな担い手が加わったてきたかというようなことを示しております。上の段に 28 年度では 2

経営体、29 年度では 0 経営体、30 年度では 5 経営体入っていって、それぞれ入ってきた人た

ちがこれだけの農地を集積していったよというのが過去のデータで残っております。その下の

方にいったら令和元年度の目標及び実績ということで、佐伯市農業委員会では元年度中に 5経

営体を新たに頑張ろうと、実績としては、4 経営体でありました。この 4 経営体の内訳という

のは、いわゆる新規の個人農業の経営者の方が 2経営体、それともう一つは、米水津と蒲江畑

野浦を中心にレモンの栽培に参入した2企業です。この4経営体が実績としてあっております。

経営体の目標が 5だったのに対して 4経営体しか入ってなかったから、目標に対して達成状況

80％で未達成なんですけども、下に参入目標面積ということで、目標は 1.5ha だったのが

18.1ha となっています。これ、1.5ha というのはどういう計算で目標を立ててるかと言ったら

だいたい入ってくるのが園芸農業だろうと、新規の園芸農業でハウスをしてもさしおり 3反だ

ろうと、3 反が 5 件いるから 1.5ha だろうと目標設定しているんですけども、実績としたら企

業参入で露地のレモンを作っていくというような形でしたので、ちょっと桁が 18.1ha という

ような桁になっております。達成率も 1,206.7%ということで、異例な形だと思ってます。こう

いった形で企業参入で露地のものがポンとやってくるというのはですね。ですけどこの分で新

規参入の面積自体も増えたし、先程説明した集積率ですね、この人たちも皆認定農業者等にな

っていますので、集積率はこれでかなり上がっていっているというような状況であります。下

の方には文字で諸々書いておりますけれども、これはまた帰って見てください。更に次のペー

ジです。遊休農地に関する措置に関する評価ということで、遊休農地面積が一番上の方に 260ha

というのがあります。これは、平成 31 年 3 月末、一昨年の利用状況調査を基にして出た数字

が 260ha、これは、赤ではありません。皆さん過去調査しているから分かると思うんですけど、

緑と黄色ということで、耕作はされてないんだけれども、何らかの方法で農地として復元でき

るという所です。いわゆる遊休農地が、昨年の 4月には 260ha ありましたと。それで、今度は

どうだったのかというと、令和元年度の目標及び実績ということで、260ha だったのを令和元

年度で10ha減らしましょうという目標を掲げておりました。その結果37.5haを解消しました。

ということは、ストレートな数字が出てないんですけども、260ha から 37.5ha を引いた分が今

の昨年度の 3月末の佐伯市の遊休農地の面積になっています。これについては、先程言った企

業参入で入ってきた畑野浦等についてはかなり状況としては荒れているような状態でありま

したので、そういった解消もあるし、個人的な分の解消もあるし、利用状況でどういう見方を

していくかということで、今まで緑、黄色だったところが幾らか改善されたという場合には遊

休農地が解消しているというような形で減っている状況であります。現実感としたら遊休農地

どんどん増えているよというような感じなんですけども、数字のデータとしたらこういった形

で若干なりとも減っているということがあります。ただ、いずれにしてもの利用状況調査の結

果がこれになっておりますので、今年度委員さんも代わるんですけど、同じ目で同じようにず



っと見ていくということが非常に大事なのかなということで、人為的な見方によってこの数字

が変わるようではいけないと理解しておりますけど、さしおり遊休農地の面積は減っていると

いう状況を説明しておきます。冊子を替えます。今度は別紙様式 1の方です。これは、先程説

明したのは今までの令和元年度の取り組みの事を先程まで言ってきました。今度は、令和 2年

度はどういったふうにやっていくかということの説明をさせてください。まず 初のページに

ついては特に変わっておりませんのでめくってください。先程と同じような項目なんですけど、

担い手への農地の集積・集約化をどういう面積求めていくかと言ったら、上に書いているのは、

554.4ha というのは今年の 4月の状態です。下の方に目標が書いておりますので、570ha、昨年

度達成できなかったので、目標をそのまま置いております。570ha を認定農業者や新規就農者、

いわゆる担い手に集積していくということを考えております。それが目標であります。その下

は、今度は新たに農業経営を営もうとする者、先程企業参入や新規就農者が 4経営体あったと

いう所と同じ話なんですけど、2 の所、令和 2 年度の目標及び活動計画というのが一番下にあ

ると思いますけど、今年も 5経営体を目標にします。それで面積は 1.5ha ということで、これ

も、なかなか企業参入もそんなには、努力はするんですけど、やって来ないかなと思ってです

ね、園芸農業の新規参入の方を 3 反で 5 経営体ということで、1.5ha の面積としております。

その次になりますけど、遊休農地に関する措置ということで、222.5ha が現在の遊休農地であ

ります。解消面積としては、毎年 10ha ぐらいとしていますので、今年も引き続き 10ha という

ような形で遊休農地を解消していこうという面積をあげております。その下からについては、

利用状況調査の関係とかを書いておりますので、帰ってよく見ていただきたいと思っておりま

す。昨年度の実績と今後の目標について若干説明させていただきました。 

 

議  長：ただいま農業委員会事務の実施状況等の公表について説明がございました。帰って十分中身を

見てください。これで全ての議案が終了いたしました。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6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。 

 

（15 時 12 分閉会） 

 

 


