
令和 2年第 5回佐伯市農業委員会議事録 

 

日  時： 令和 2年 5月 1日（金曜日） 14 時 00 分～16 時 48 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    3 番 市川 一清  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 

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 

欠席委員： 2 番 小野 美智子  10 番 御手洗 大悟   11 番 小野 隆壽 

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 14 号議案 農地法第 3条の規定による許可申請について 

    第 15 号議案 農地法第 4条の規定による許可申請について 

第 16 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 

     ⑤非農地証明願について 

     ⑥農地賃借料情報について 

 

 



事務局長：ただいまから令和 2年第 5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、2番小

野美智子委員、10 番御手洗大悟委員、11 番小野隆壽委員、農業委員 17 名中、本日の会議の出

席は 14 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、今回も先月と引き続き農地利用 適化推進委員 27 名につきま

しては、新型コロナウィルス感染予防対策の処置といたしまして出席の方をご遠慮していただ

いておりますのでよろしくお願いいたします。続きまして、先月の大分県知事許可案件につき

ましては、4月 8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議事録署名人を指名したいと思います。5番の狩生委員さんと 6

番の黒岩委員さんにお願いいたします。それでは議事に入ります前に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。本日の農地案件の件数及び面積につきまして、

農地法第 3 条、件数が 6 件、田が 5,413.16 ㎡、畑が 6,290 ㎡、合計面積が 11,703.16 ㎡。農

地法第 4 条、件数が 10 件、田が 3,585 ㎡、畑が 4,416 ㎡、合計面積が 8,001 ㎡。農地法第 5

条、件数が 11 件、田が 7,554 ㎡、畑が 1,465 ㎡、合計面積が 9,019 ㎡。合計件数が 27 件、田

が 16,552.16 ㎡、畑が 12,171 ㎡、総合計が 28,723.16 ㎡。以上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：ただいま事務局から議案説明がありましたけれどもよろしいですか。それでは議事に入りたい

と思います。第 14 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。

それでは事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：農地法第3条による許可申請について説明させていただきます。申請地の位置につきましては、

配布して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から説明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、贈与による所有権の移転です。申請農地は、農業振興地域内の農用地

及び農地です。譲受人は、自己所有農地で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。農業は譲受人夫婦の 2人で行っているとのことです。農地取得後

は果樹や野菜類を栽培するとのことです。取得後の耕作面積は 56.92ａとなり、米水津地域の

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：3条の 1番の説明及び推進委員さんからの意見書の読み上げが終わりました。これより 3条の

1 番について審議したいと思います。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）ないようです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。続いて 2番の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：続きまして、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、農業振興地域外の農地です。譲受人は、自己所有農地で米や野菜類を栽

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。農業は主に譲受人親子

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 99.60ａ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：3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書の読み上げが終わりました。

これより 3条の 2番について審議したいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお

願いいたします。（ありません、の声あり）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 2番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）

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

願いいたします。 

 

事 務 局：続きまして住宅地図の冊子 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です。譲受人は、自己所有農地で米や野菜類を栽

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。農業は主に譲受人親子

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 41.25ａ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。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：3条の 3 番、ただいま事務局からの説明、推進委員さんからの意見書、特に問題なしとの意見

書の読み上げがございました。これより 3条の 3番について審議したいと思います。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）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：続きまして住宅地図の冊子 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。農

業は主に譲受人親子の 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 34.93ａ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：3条の 4 番について説明がございました。担当推進委員さんからの特に問題なしとの意見書の

読み上げがございました。これより 3条の 4番について審議したいと思います。どなたかござ

いましたら挙手をもってお願いいたします。(ありません、の声あり)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 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：続きまして住宅地図の冊子７ページ、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、自己所有農地で菊や野

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。農業は主に譲

受人親子の2人で行っているとのことです。農地取得後は菊や野菜類を栽培するとのことです。

取得後の耕作面積は 68.23ａ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：ただいま事務局より 3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番について審議したいと思い

ます。どなたかございましたら挙手をもってお願いいたします。(ありません、の声あり)ござ

いませんか。なしとの声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：続きまして住宅地図の冊子 9 ページから 13 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菊や

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。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、菊や野菜、花木を栽培するとの

ことです。取得後の耕作面積は 216.0516ａ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 3条の 6番について事務局の説明、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 6番について審議したいと思います。どなたかございましたら挙手をも

ってお願いいたします。ございませんか。（ありません、の声あり）なしとの声がございまし

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。はい、どうぞ 

 



16 番委員：3条の 3番で質問していいですか。野菜を作ると言っているが、地目は田んぼだけど、地目の

変更はせんでもいいんですか。 

 

事 務 局：お答えします。多くの水田ではですね、現在米から畑作物へという動きもあっております。そ

の中であくまでも地目を変えるのではなくて、田んぼの形状はそのままにおいていて、その中

で野菜を作るというのは、転作的なものでありますので地目を変える必要はございません。違

法ではありません。 

 

議  長：よろしいですかね。それでは第 15 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 14 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。申請地で

は一年後、新規就農者がイチゴを栽培する計画がありますが、その準備としてかさ上げを行う

計画です。申請地では 0.55ｍ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いたします。なお、担当推進委員さんから問題ない旨の意見を

いただいております。 

 

議  長：ただいま 4条の 1番について、事務局の説明及び推進委員さんからの意見書の読み上げ、特に

問題なしとの読み上げがございました。これより 4 条の 1 番について審議したいと思います。

どなたかございましたら挙手をもってお願いいたします。（ありません、との声あり）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 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。農地造成の用

途による申請です。申請地は公衆用道路から一段低くなっているため、利用しづらい状態であ

ったためかさ上げを行い利便性を上げようと考えました。申請地では 10ｍのかさ上げを行いま

すが、隣接地に対しては間隔を空け、1 対 1.5 の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、造成後は畑として茶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いたします。なお、推進委員さんか問題ない旨の意

見をいただいております。 

 

議  長：ただいま 4条の 2番について事務局の説明、推進委員さんからの特に問題なしとの意見書の読

み上げがございました。これより 4条の 2番について審議したいと思います。どなたかござい



ましたら挙手をもってお願いいたします。（ありません、の声あり）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 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。太陽光発電施設としての用途

による申請です。地権者は、現在ほかで仕事をしているため、耕作、管理をしていくことに苦

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は問題ない旨の意見をいただいております。 

 

議  長：ただいま 4条の 3番について説明がございました。推進委員さんからは特に問題なしとの意見

書の読み上げがございました。これより審議したいと思います。どなたかございましたら挙手

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

ございましたので取りまとめたいと思います。4 条の 3 番について賛成される方の挙手を求め

たいと思います。（挙手全員）全員賛成ということで承認したいと思います。続きまして 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 17 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。植林としての用途による

申請ですが、昭和 42 年 2 月、許可を得ずに杉を植林しました。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。既に植林している杉の伐採後、線路敷に対

しては距離をとって植林するため、倒木等の被害はないと思われます。また、周辺農地は耕作

しておらず、作物等への被害は生じないと思われます。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。なお、本案件は無断転用の状態ですが、申請者が農地法に対

する知識が不足しており、悪意がなかったことが添付されている始末書から確認でき、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います。な

お、担当推進委員さんから特に問題ない旨の意見をいただいております。 

 

議  長：ただいま 4条の 4番について事務局からの説明、それと推進委員さんからの特に問題なしとの

意見書の読み上げがございました。これより 4条の 4番について審議したいと思います。どな

たかございましたら挙手をもってお願いいたします。ございませんか。（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 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種農地の田と畑です。駐車場



用地としての用途による申請です。申請地周辺では、集落の奥に行くほど狭くなり、現在は路

上駐車している状況であるが、緊急時の車両進入路を確保するため、来客や周辺住民の駐車ス

ペースが必要でした。今回、地域のための貸駐車場として、申請地に駐車場を設置しようと考

えました。申請地では 4 台分の駐車スペースを設けます。1ｍのかさ上げを行いますが、北側

の建物の基礎面より高く盛土を行わないため、土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。

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。なお、担当推進委

員さんから特に問題ない旨の意見をいただいております。 

 

議  長：ただいま事務局より 4条の 5番についての説明、推進委員さんからも特に問題なしとの意見書

の読み上げがございました。これより 4条の 5番について審議したいと思います。どなたかご

ざいましたら挙手をもってお願いいたします。（ありません、の声あり）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 19 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。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

は畑として栗を作付けする計画です。申請地では、2ｍのかさ上げを行いますが、盛土端部は

強固に重機、転圧機を用いて崩壊を防ぐため、土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。 

高畠井堰土地改良区から同意する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）－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。なお、担当推進委員さんから特に問題ない旨の意見をいただいており

ます。 

 

議  長：ただいま 4条の 6番について事務局からの説明、推進委員さんからの特に問題なしとの意見書

の読み上げがございました。これより 4条の 6番について審議したいと思います。どなたかご

ざいましたら挙手をもってお願いいたします。（ありません、の声あり）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 4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：4条の 7について説明いたします。お配りしている地図の 20 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。倉庫としての

用途による申請ですが、昭和 60 年から倉庫を建築し使用していました。現在も倉庫として利

用しており、今回始末書を添付しての追認申請となっております。 新たに工事をすることは

ありませんので周囲への被害はありません。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。なお、担当推進委員さんか

らは特に問題ない旨の意見をいただいております。 

 



議  長：ただいま 4条の 7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

意見書の読み上げがございました。これより 4条の 7番について審議したいと思います。どな

たかございましたら挙手をもってお願いいたします。ございませんか。（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 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 4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：4条の 8について説明いたします。お配りしている地図の 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が、令和元年からコンクリート舗装を行い使用していました。現在

も駐車場として利用しており、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。なお、担当推進委員さんからは特に問題ない旨の

意見をいただいております。 

 

議  長：ただいま 4条の 8番について事務局の説明、推進委員さんからの特に問題なしとの意見書の読

み上げがございました。これより 4条の 8番について審議したいと思います。どなたかござい

ましたら挙手をもってお願いいたします。ございませんか。はい、どうぞ。 

 

15 番委員：先程の 4条 7番からちょっと似たようなことが。事前着工して後で申請して、で始末書つけて

って。もうこういう案件はできるだけなくすようにしましょうよ。個人が勝手にやってしまっ

ているから、後で僕らが承認しないといけないのかもしれないけど、ちょっとこれは多すぎま

すね。あまりにも。やっぱり推進委員さんもおられるし、農業委員も 17 名いるんですから、

やっぱり地域で事前にこういうことをやっている時は注意を、口頭で注意をするくらいの勇気

を出してですね、そうせんとここに何しに来ているのか意味がない。全部尻拭いや。これから

は先のことも考えて、現場で注意して、こういうことは止めてください、農業委員会に申請を

して書類を出したらとおるんですからということでやってもらうようにしましょうよ。じゃな

いと、コロナも怖いのに皆さんも来ている訳ですから。こんな変な話ばかり、案件ばかりあが

ってきてなんでここに居るのか意味が無くなってくるような感じがします。以上です。 

 

議  長：この始末書問題についてはですね、先程ちょっと副会長を含めて話したんですけれども、8 月

の利用状況調査等をした中で、やっぱりそこに農地として上がってきているやつ、やはりそれ

で事前着工してきているやつがまだまだ今かかえてる時に今度あがってくるわけです。始末書

として。それを何のための利用状況調査かというのも不明な点があるので、今後それをピック

アップしてできるだけ早期に解消して、もう尻拭いはできるだけ無いような状態にしていきた

いなというふうに思います。うちの事務局の方も 1人で対応をずっとしていますので、ちょっ

と追いつかないところもあるかと思いますけれども、出来るだけ早めにそれはピックアップし

たいなというふうに思います。はい、どうぞ。 

 

15 番委員：このスライドを見ているとね、令和って言いましたよね、先ほどね、説明の中で。やったばか



りですよ。どう考えても。推進委員も立派な方々もおられるし、農業委員もおられて、こうい

うことを目の前でやられて、これが許可の案件であがってきていること自体がどうも不思議で

ならない。やっぱりこれがまあ 10 年も 20 年も前でね知らなくて両親がやってたとかね、そう

いう問題ならば仕方がないかな、始末書で仕方がないかなとか思う、このうちやったばかりで、

コンクリ色もあせてないような案件があがってきて、何しよんのっていうようにある。以上で

す。 

 

議  長：多分ね、これ宅地の中の農地なんですよ。それが農地として出てないこと自体が我々の落ち度

かなっていうふうに思いますんで、こういったのを今後なくしていきたいなという風に思いま

す。はい、どうぞ。 

 

13 番委員：工事は昨年の何月何日。 

 

事 務 局：始末書からは、令和元年の 9月 15 日から着工となっております。 

 

13 番委員：まあ、始末書が付いたとしてもですよ、一年間経ってないかな。そんなやつをそのまま、はい

しますというのはおかしい。ある程度 近のやつは何かこうペナルティみたいなのがないと、

一年前、半年前、そんなやつでもはい始末書ＯＫというのは何かおかしんじゃねえんかなあ。

1回くらい何とかしてするとか、何かそのまま承認とかいうのは納得いきませんけど。 

 

議  長：多分これを更地に戻せとは出来ないんで、これを宅地にしなさいということしか言えないと思

います。だから先程の 4条の 7番で、ちょっと審議があるんかなと思ったんですけど、あれも

もう宅地課税のはずなんです。倉庫。あれも宅地にしなさいよという状態で申請者の方に出す

しかないんかなというふうに思います。だから、今の 4条の 8番は、この先農地としては認め

られないんで、宅地にしてくださいということしか出来ないと思います。だから、農業委員会

としてはそういう状態で申請者の方には出したいなというふうに思います。 

 

13 番委員：事務局の方はただ始末書を付ければいいですと言う受け付けの仕方をするんですか。何かこ

う 1回、承認せんでもそのまま使えるといえば使えるんですけどね。 

 

議  長：今この状態で、工藤委員が言ったように承認せんでもこの状態で使うわけですよ。だから承認

してしまって、この先ちゃんと地目を変えてくださいよと、宅地に変えてください、これは農

地として認められないですから、今後宅地申請をしてくださいというような状態しか出来ない

んかなと。もうこういうやつは農地から外したらいいと思いますので。 

 

15 番委員：事務局の方から地目変更の指示は出来るんですか。 

 

事 務 局：利用状況調査の中でそこまで今見ているのかとちょっと不安なところはあるんですけど、そう

いう所がもし出てくる所があるならば、今後そういう所も農地としての、地権者がどういうふ

うに捉えるかは分かりませんけど、先々聞く中で、変えてくださいとか、そういうとこを庭の



所にある畑に対してということは、指導の方にいきたいんですけど、中には家の周りに畑を持

ちたいという人も結構いるものですから、ちょっとそこの所は調べた中で調査していかなけれ

ばいけないと思います。その中で、どういう扱いをするか。今回みたいに駐車場に張ってしま

うというこういう事例の時は、その人の知識不足があって、農地だったかのうというぐらいの

感覚でしかなかったのかなと思います。そういう所は 初に外していきたいと思います。税金

の関係とかありますので、課税と相談した中で、どういった形をとったら一番いいかというこ

とを踏まえて、そういう人の意向を聞いていきたいと思います。 

 

事 務 局：今の登記地目は畑だと思います。法務局に行って登記地目を宅地に変えるためには、農業委員

会の許可書がないと法務局は受け付けません。ですから、宅地地目に変えるためにも、始末書

付き追認というような案件ではありますが、そういう手続きを経て農業委員会の許可をいただ

いて、あなた一緒に法務局に持って行って、登記地目を変えてくださいね、というような指導

を我々はしております。その中で不本意ながら、これは農地法を守ってもらわないといけない

という説明は十分させてもらってますけれど、やはり、この例はわりと 近だったんですけれ

ど、20 年 30 年というのがかなり残ってます。それの関係で 近この案件が多くて大変申し訳

ないんですけど、1 個でも先にそういう芽をなくしていかんといけんと思っております。それ

と課税の方は、許可が出た時点で連携を取り合っていますので宅地課税になっていく、もうす

でになっているかもしれませんけど、そういうような状態であります。 

 

13 番委員：もう 1回確認するけども、例えばコンクリ張る途中だったら、ちょっと待ってって出来るよな。

やった後出せば、前の月でもやって出せば追認よな。それとそれでいくわけやな。ほんなら、

何か歯止めがあるん。 

 

議  長：事務局が説明したように、許可が出ない限りは宅地にもならない。課税はするんです。農地だ

ろうが建物が建ってあれば現況課税ですから。出来るだけ始末書付きの案件は減らしていきた

いと思います。それでは 4条の 8番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 4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：4条の 9について説明いたします。お配りしている地図の 22 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。公衆用道路としての用途

による申請です。昭和 48 年頃から公衆用道路として使用しておりました。今回、申請者から

は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 3種農地の許可要件に該当し

ます。また、始末書が添付されていることについて、本案件は無断転用の状態ですが、申請者

が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添付されている始末書から確認

ができ、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がな

いと思われます。なお、担当推進委員から特に問題ない旨の意見をいただいております。 

 

議  長：ただいま事務局より 4条の 9番について説明、それから推進委員さんからも特に問題なしとの



意見書の読み上げがございました。4条の 9 番についてこれより審議したいと思います。どな

たかございましたら挙手をもってお願いいたします。はい。 

 

17 番委員：低くなっている所は水路ですか。水路を作る時もあの赤で囲んでいる所は農地でしょ。水路を

する時も農地を水路にしてしまったんでしょうか。 

 

７番委員：私現地を調査したんですけども、もう 1つ前の写真。一番奥の方に水路があるんです。それが

本来はまっすぐ①の農地になっている所が、水路がくればまっすぐなんです。本来は水路の所

が農地だったのかなと。道路で左に曲がって水路がついている。だから水路と農地がこっちで

入れ替わったのかなと。本来は農地が家の方にくっついてたのかなと、そういう感じでした。 

 

17 番委員：現地を見に行くんですから、そういう今言ったような説明はそこでして、こういうふうですと

いうのをしとかんから、あれは水路じゃないかなと聞きたくなるんです。事前に言っておけば、

そんなことまで、本当は道の真ん中にあったとか、そんなのまで言ってもらわないとわからん。

現地まで行くんですからね。今度からそういうのがあったら、そういうふうに引っ付けてくだ

さい。 

 

議  長：鶴岡は国調は入ってますか。 

 

事 務 局：鶴岡は国土調査は入ってません。 

 

議  長：入ってなかったら、水路と農地の入れ替えしてもらえばいい。多分これ、小田井堰の時にみん

な出合いでやっているはずだが。この水路というのは、白潟方面に流れるやつやろ。 

 

事 務 局：ここが昔、田んぼだったんです。これを分筆してここに案件の土地が出来ています。昭和 48

年。だから、ここが全部田んぼで、ここだけ分筆してここには水路が入ってて、この部分が、

田として残ってた所が、現場に行ったら個人の権利が残ったうえで私権があったまま田んぼの

状態であったんですけど、その後道をする時に田んぼの形が無くなったということです。 

 

議  長：はい、どうぞ。 

 

15 番委員：さっき夛田さんが言ったように、水路の方に田があったんじゃないかという見解がありました

よね。そうなってくると、向こうの大きな家、今見えている家の側面が見えているんですよ、

そこもそのままその筆数の中に入ってて畑のまんまかなんかじゃないんですか、そういう疑い

も出てくるんですよ。それが登記簿上ぴしっと分かれてれば、完全にな、水路の壁、家の土台

みたいになっている所で完全に切れているんならいいんですけど、今の論をいろいろやってい

ると、そこに土地が残ってたというとそれも向こうにくっついたやつからもらってるんじゃな

いんかとなってきたら、向こうも畑のまんまで家を建ててるんじゃないかとなってくるんです。

まあ、そこまで掘り込まなくていいですけど、だからやっぱり言ったように、 初の現地調査

の時にそこまでを委員の方に話しとかないと、話が今度ややこしくなってしまう。ここで。 



 

事 務 局：分かりました。 

 

議  長：よろしいですか。多分ね国調が入れば全て解決するんだけど、多分入れ替えはきくと思います。

国調が入ってないから。うちの地区のうちの土地も全部それで、道路の中にうちの土地がなん

ぼでもあったんだけどそれも全部入れ替えてしまったんだけど、多分国調が入れば全て片付き

ます。他にございませんか。ないようですので 4 条の 9 について取りまとめたいと思います。

4 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 4 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：4条の 10 について説明いたします。お配りしている地図の 23 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種農地の田です。一般住宅としての用途による申請

ですが、許可を得ずに昭和 54 年から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 3種農地の許可要件に該当し

ます。始末書が添付されていることについては、本案件は無断転用の状態ですが、申請者が農

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添付されている始末書から確認がで

き、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

います。なお、担当推進委員から特に問題ない旨の意見をいただいております。 

 

議  長：ただいま事務局より 4 条の 10 番について説明がありました。そして推進委員さんからも特に

問題なしとの意見書の読み上げがございました。これより 4 条の 10 番について審議したいと

思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いいたします。ないようですので取りま

とめたいと思います。4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、第 16 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。事務局1番より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 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種農地の田です。太陽光発電施設及び資材置場

用地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

で仕事をしているため、また、当該農地が住まいから離れていることから、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。また、製造

業を営んでいる譲受人が、事業で使用する製造木材、廃材、パレット等を置くためのスペース

として利用します。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。なお、担当推進委員から特に問題ない旨の意見をいただいて

おります。 



 

議  長：5条の 1 番について説明がございました。推進委員さんからも特に問題なしとの意見書があり

ました。これより 5条の 1番について審議したいと思います。どなたかございましたら挙手を

もってお願いいたします。（ありません、の声あり）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 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種農地の田です。駐車場用地としての用途によ

る申請です。譲受人の宗教法人の駐車場は境内に一箇所しかなく、他の駐車場を借り上げて行

事等を行っていることから、今回、宗教法人の行事等に係る駐車場を新設する計画です。申請

地では行事等、参拝者用の駐車スペースを 50 台分設けます。申請地では砕石敷の整地を行い、

また、Ｕ型排水溝等の設置を行うため、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、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。推進委員さんからも特に問題な

しとの意見書の読み上げがあり、これより 5条の 2番について審議したいと思います。どなた

かございましたら挙手をもってお願いいたします。（ありません、の声あり）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 26 ページをご覧ください。申請地は概ね 10ha 以上

の規模の一団の農地の区域内にある第 1種農地の田です。現場事務所及び駐車場用地としての

用途による申請です。社会福祉法人が行う老人福祉施設建設に伴い、工事を請け負う借人が、

工事期間中、事務所を仮設し、駐車場として一時的に利用する計画です。また、申請地は令和

2 年 4 月 1 日より着工、転用を行ったことから今回申請人の始末書が添付されております。申

請地では盛土等の造成工事は行わず、整地のみを行い使用するため、土砂の流出、崩壊の恐れ

はないと思われます。水利権はありません。許可基準は運用通知第 2－1－（1）－イ－（イ）

－ｂ、第１種農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。始末書が

添付されていることについては、本案件は無断転用の状態ですが、申請者が農地法に対する知

識が不足しており悪意がなかったことが添付されている始末書から確認ができ、周囲への営農

に支障をきたす事が予想されないことから、現地に関しては問題がないと思われます。なお、

担当推進委員から特に問題ない旨の意見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は特に問

題なしとの意見書が提出されております。これより5条の3番について審議したいと思います。

どなたかございましたら挙手をもってお願いいたします。はい、どうぞ。 



 

6 番委員：これ一時転用なんですけど、1 種農地なので工事が終わったあとで 1 種農地用に元どおりにし

てもらうということは確約ですよね。一時転用なので。時々公共工事においてでも、駐車場な

ど砂利がそのままだったりとかして非農地になったりすることがあるので、1 種農地ならちゃ

んと農業できるようにしてくれるんですよね。 

 

事 務 局：お答えします。もちろんこれ申請 4条の本転用じゃございませんので、一時転用という理解で

1 種農地で一時転用の形で許可を出すという申請ですので、もちろん元に戻してもらうのが条

件になります。ただ、その後ですね必ず農地の戻していただいて、その後また違うタイミング

でここを本転用をしたいという申し込みがもしあった場合は、それはそれで別の審議という形

になります。黒岩委員の言ったように、必ず一回期間がありますので、期限になったら戻して

もらうというのが条件だと思っております。 

 

議  長：よろしいですか。 

 

6 番委員：元の状態に戻ったというのは確かめに行くんですよね。 

 

事 務 局：他の 4条の時もそうなんですけれども、完了の届けを出してもらって我々が確認に行くという

形をとっています。それで、その書類が出てこない所については、督促を出して提出を促して、

書類が出てきて、写真と共に出てきた所は、我々が確認に行っているような形をとっています。 

 

6 番委員：よろしくお願いいたします。 

 

議  長：他にございませんか。ないようですので取りまとめたいと思います。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 27 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は特に問題ない旨の意見をいただ

いております。 

 

議  長：ただいま 5条の 4について事務局の説明、それから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。これより 5条の 4番について審議したいと思います。どなたかございました

ら挙手をもってお願いいたします。（ありません、の声あり）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 28 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。親が年老いてそばに住んでいた方が良いと判断したため、譲受人、譲渡人の孫が新

たに住宅を新築することになりました。申請地では木造平屋建て、建築面積 105.99 ㎡の住宅

を建築します。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、排水は既設合併浄化槽に接続します。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、担当推進委員さんからは特に問題ない旨の意見をいただいており

ます。 

 

議  長：ただいま 5条の 5番について説明がございました。推進委員さんからは特に問題なしとの意見

書の読み上げがございました。これより 5条の 5番について審議したいと思います。どなたか

ございましたら挙手をもってお願いいたします。（ありません、の声あり）ないようですので

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 6番の説明を事務局お

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 29 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。駐車場用地としての用途によ

る申請です。譲受人は会社敷地に駐車スペースがなく、資材置場、大型車旋回場に駐車してい

る状況でした。代替地も検討しましたが地権者との折り合いがつかず適切な代替地がなく、当

該申請地を駐車場として使用したいとのことです。また、申請地は平成 28 年頃より一部着工、

転用を行ったことから、今回申請人の始末書が添付されております。申請地では、9 台分の駐

車スペースを設けます。盛土等の造成工事は行わず、整地のみを行い使用するため、土砂の流

出、崩壊の恐れはないと思われます。また、雨水は自然浸透します。水利権はありません。許

可基準は第 2種農地の許可要件に該当します。始末書が添付されていることについてなんです

が、本案件は無断転用の状態ですが、申請者が農地法に対する知識が不足しており悪意がなか

ったことが添付されている始末書から確認でき、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います。なお、担当推進委員さんからは特に問題

ない旨の意見をいただいております。 

 

議  長：ただいま 5条の 6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

意見書の読み上げがございました。これより 5条の 6番について審議したいと思います。どな

たかございましたら挙手をもってお願いいたします。はい、どうぞ。 

 

13 番委員：6番についてだけではないんですけど、こういう会社ですかね、こういうところが知識がなか

ったというのは事務局本当ですかね。そいう知識とかがなくて会社とかできるんですか。それ

がまず 1点。それから、会社とかの場合ですよ、始末書が何回も出てもいいわけですかね。同



じ会社で何回も出た場合、何か問題があるとかないとかあるんですか。 

 

事 務 局：もちろんですね、違反転用の状態でその物件を持っていたりしたらうちはそもそも審議に上げ

ないようにしています。この申請を受け付けないようにしています。違反転用状態であれば。

ただし、それが複数回出ているとか、そういうものが 2回目が出ているからとか今の約束の中

では受け付けないという処置はとっておりません。それと、もちろんご指摘のとおりだと思い

ますので、我々としては申請を受け付ける時に、こういった決まりがありますということを、

再三再度説明をさせてもらっているような状態であります。 

 

議  長：今回の場合は、譲受人だから会社は。譲渡人じゃないから。だからそこのところを。はい。 

 

7 番委員：私も現地に行ったんですけど、この埋め土をしているというのは、向こうの駐車場からほんの

入り口を 2、3ｍ埋めているだけなんで、私達もこれはまあ、ちょっとここを 3ｍ位入り口をし

ておるんで、全体の中の 1 割もいってないんでこれは前の持ち主がしたんであろうと思って、

仕方ないなと思ってます。 

 

議  長：先ほどの回答でいいですかね。はい。他にございませんか。（ありません、の声あり）ないよ

うですので、これより 5条の 6番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

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 30 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。植林の用途による申請です。

譲受人が申請地に杉を植林します。また、申請地は昭和年 32 年に植林を行ったことから、今

回申請人の始末書が添付されております。申請地では杉を 130 本植林します。周囲は山林のた

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。なお、担当推進委員さんからは特に問題ない旨の意見をいただいてお

ります。 

 

議  長：ただいま 5条の 7番について事務局の説明、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。これより 5条の 7番について審議したいと思います。どなたかございましたら挙手

をもってお願いいたします。はい。 

 

15 番委員：あのですね、これ昭和 32 年に無断で植林しているんですよね。今木も上がって伐期もきてる

から、今伐木した後みたいですね。さっき株がありましたよね。で植え付けをするのにですね、

農地を除外しないと植林が出来ないんですよね。補助金が受けられないんですね。勝手なやり

分ですよ、こういうのは。身勝手極まるやり方。要は補助金欲しさの転用でしょ。今までは無

断で転用してた訳ですよね。これを国の苗木とかいろいろ、伐採の5年の補助金を受けるには、

農地を除外しないと山林にしないとだめなんですよね。多分太陽光と一緒でこういうのが増え

てきますよ。今後農業委員会としてもそういう案件に対して、どのように対していくのかとい



うのは論議して、今じゃなくてもいいですから、ちゃんとした方向性を持っていたほうがいい

と思います。 

 

7 番委員：これ、前植えた人は前の持ち主で、今回はそれを今度買う人が申請。だから今度買う人は責任

が多分ないんだと思う。で塩月さんが言ったように、自分が持っといて地目変換するのは気を

付けていかないといけんのかなと。こんな第三者が持っていたのを買うとなったら買う側は責

任がないんで仕方がないのかなと思ってます。 

 

議  長：これもね、さっきの駐車場と一緒なんです。だからこれも山林に戻すような許可をしないとど

うしようもならないから、その後山林に戻してくださいねということを事務局の方にお願いし

ていいですか。 

 

事 務 局：はい。 

 

議  長：他にございませんか。（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。

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について説明いたします。地図の 31 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。譲受人が現在居住している団地が取壊しになり立ち退きになるため、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 49.68 ㎡の住宅を建築しま

す。隣地境界がブロック塀で仕切られているため、土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われま

す。また、排水は漁業集落排水処理施設に接続します。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、担当推進委員さんからは特に問題ない旨の意見をい

ただいております。 

 

議  長：ただいま 5条の 8番について説明がございました。担当推進委員さんからは特に問題なしとの

意見書が上がってございます。これより 5条の 8番について審議したいと思います。どなたか

ございましたら挙手をもってお願いいたします。（ありません、の声あり）ないようですので

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について説明いたします。地図の 32 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。駐車場及び資材置場用地とし

ての用途による申請です。以前塗装業を営んでいた譲受人が、事業で使用していた足場板・パ

イプ、トラック等を置くためのスペースとして利用します。なお、既存の資材置場は貸倉庫で

自宅より離れており、他人の土地を通らないとトラックに積み込むことができない状況です。

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。また、雨水は自然浸



透します。なお、隣接地は里道と譲受人の所有地であり、里道側については、榊を植樹し土砂

の流出防止を図ります。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をいただいております。 

 

議  長：ただいま 5 条の 9 番について説明及び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 5条の 9番について審議したいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお

願いいたします。（ありません、の声あり）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 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 について説明いたします。地図の 33 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２階建て、建築面積 56.72 ㎡の住宅を建築します。

先行工事の際に土留め工事としてＬ型擁壁の施工を行うため、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、

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問題ない旨の意見をいただ

いております。 

 

議  長：ただいま 5 条の 10 番について説明が終わりました。担当推進委員さんからは特に問題なしと

の意見書が上がってございます。これより 5 条の 10 番について審議したいと思います。どな

たかございましたら挙手をもってお願いいたします。（ありません、の声あり）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 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 番のついて事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：5条の 11 について説明いたします。地図の 34 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。宅地拡張用地及び資材置場

用地としての用途による申請です。申請地の隣接地東側は譲受人の住宅であり、住宅敷地が狭

く庭園がないため、申請地を家の宅地の一部として利用する計画です。また、建築器材を貸し

出しているが、返却してもらうのに置場がなく、先方に仮置きしてもらっている状態のため、

器材置場としても利用する計画です。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をいた

だいております。 

 

議  長：ただいま 5 条の 11 番について事務局の説明及び担当推進委員さんからは特に問題なしとの意

見書の読み上げがございました。これより 5 条の 11 番について審議したいと思います。どな

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



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。農地法第 3条

の 6 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 10 件、農地

法第 5 条 11 件については多数の意見を付して知事に進達したいというふうに思います。これ

で 10 分間休憩したいと思います。 

 

（休憩） 

 

議  長：それでは再開いたします。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、農政課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 46 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 3年

が 1筆で 1,927 ㎡、契約期間 5年が 2筆で 2,571 ㎡、契約期間 6年が 32 筆 33,018 ㎡、契約期

間 10 年が 10 筆で 7,926 ㎡、契約期間 20 年が 1 筆で 967 ㎡となっております。これらを合計

すると 46 筆で 46,409 ㎡となります。なお、各契約の詳細につきましては次ページ以降に掲載

してい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：ただいま農用地利用集積計画（案）について農政課より説明がございました。これより審議に

入りたいと思います。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。ないですか。

ないようですので、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、該当する委員さんの方にリストを添

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 5 月 15 日金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。 

 

議  長：利用権設定の推進についてお願いがありました。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。説明をお願いいたします。 

 



農 政 課：農政課の首藤です。それでは御手元の農用地利用配分計画（案）に沿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 2 年

7月 1日開始分 42 件と 9月 1日開始分 1件の 43 件になります。契約期間 6年の田、32筆、面

積 33,018 ㎡、契約期間 10 年の田、10 筆、面積が 7,926 ㎡、契約期間 20 年の田、1 筆、面積

が 967 ㎡、以上合計 43 筆、面積が 41,911 ㎡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）について農政課より説明がございました。これより審議に

入ります。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。ないですか。ないようで

すので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 1番から事務局説明をお願いします。 

 

事 務 局：案件番号 1について説明いたします。お配りしている地図の 1ページをご覧ください。耕作者

であった父が亡くなり、現所有者が相続をしたが、他の仕事をしており耕作が出来ず維持管理

に困難していました。周囲に住宅や農地も少なく生活や営農に影響はなく、この土地を太陽光

発電施設として可能な限り有効活用をしたいと考えました。申請地では 140 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、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：農振除外 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。ないようですので取りまとめたいと思います。農振除外 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承認したいと思

います。続きまして 2番について事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：案件番号 2について説明いたします。お配りしている地図の 2ページをご覧ください。耕作者

であった父が亡くなり、現所有者が相続をしたが他の仕事をしており耕作が出来ず、維持管理

に困難していました。周囲に住宅や農地も少なく生活や営農に影響はなく、この土地を太陽光

発電施設として可能な限り有効活用をしたいと考えました。申請地では 20 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、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：農振除外 2について説明がございました。農振除外 2について意見等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。農振除外 2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。続きまして農振除外 3について事務局説明をお願いいたします。 

 



事 務 局：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。申請地

は道路を挟んで真向いに事務所があり、近くであるこの土地を駐車場として利用したいと考え

ました。現所有者は高齢であり耕作をされておらず購入の承諾も得ています。申請地では 3ｍ

の盛土を行います。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。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出来ないと定められ

ており、例外的に許可をすることが出来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。 

 

議  長：農振除外 3について事務局より説明がございました。これより農振除外 3について質疑したい

と思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いいたします。はい。 

 

7 番委員：ここの場所は、駐車場で例外規定に該当するということですが問題ないんですか。 

 

議  長：事務局。 

 

事 務 局：そこについては、今回の場合の所は転用しても問題ないはない所かなと思いますので、そこが

上がってきてますので、農業委員会としてもそこは転用できる所であるので、外してもらいた

いということを申請者の方が農政課に対して出してきていると思います。 

 

7 番委員：これは駐車場なんで、この次はどうなるんですか。一戸家がなくても駐車場、駐車場とずっと

続いていくんでしょうか。 

 

事 務 局：家が 3戸、大分県の制度は、家が絶対 3戸繋がっとかんといけないとよく言うんですよね。今

おっしゃる所が家、家、家、駐車場ですよね。で、その隣はどうなるのかという所があるじゃ

ないですか。私もそう思います。国の大きな考え方で言ったら、この駐車場も集落接続で 1種

から外した所じゃないですか。ですから続くのかなというふうに考えてるんですけども、ここ

については、大分県独特の 3戸連担というルールを持っているから、今、県に問い合わせ中で

す。更にこの隣に家を建てたいと言われた時にどう判断するんですかというのは、ちょっと今

答えきれないんですけども、事務局長との話の中で、これどうなるんかなということで今問い

合わせをしています。それによっては、接続が切れてしまうのか、駐車場が入ることによって

ですね、そういう疑問かなと思っておりますので、次回までにお答えを出せるようにしたいと

思っています。それとですね、 初のこの 3軒の一番 初は何なのかという御疑問もあったか

と思うんですよ。これはですね、さっきの 3戸連担の例外規定以外に、法が改正される前とか

は、道の中に水道管やガス管が 1 個通っていて 500ｍ以内に公共の建物とか病院とかがあった

ら、昔は 1種が 3種農地になったりするような決まりがあってたんですよ、ですから、昔のも

のを紐解いてみらんと分からんのですけど、 初の 初の始まりは、そういった要件でクリア

しとって、2 戸、3 戸出来たら連担でずっといっているとか、そういったような決まりになっ

ているのかなと思います。制度が変わって、今は道の中に昔は管が 1 個だけで良かったのが、

管が2個通らないといけないとか厳しくなってるんですよ。佐伯の中で管が2個通ってるのは、



なかなか、ガス管とかないですから、水道と下水道があればみたいな感じで、極めて少ないよ

うな条件で、その例外はなかなか今使えないような状態です。 

  

7 番委員：そこがあいまいよな。駐車場で次はいけなかったら、倉庫を建てれば倉庫でいいのか。 

 

事 務 局：そこはまた県の方に聞きますので。 

 

7 番委員：よろしくお願いします。 

 

議  長：よろしいですか。それでは農振除外 3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）よろしいですかね。農業委員会として審議に賛成意見を出しますということで。続き

まして農振除外 4について説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：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

では平成 28 年 4 月から転用許可を得ずに駐車場として利用していました。近隣会社の従業員

駐車場としての話があり、農地としての管理が困難であることから、今後も駐車場として利用

したいとのことです。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：ただいま農振除外 4について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。はい。 

 

6 番委員：農振除外をせずに駐車場にして、それで経営をしているということですよね。どっかの会社の。

農振除外して駐車場として活用して駐車料金をいただく、貸駐車場にする。貸駐車場にすると

いう経営になるじゃないですか。それで、ずるいと思う。こうやってしまって、普通なら元に

戻せって。 

 

議  長：この壁も、ここずっと左側は住宅が建っているんですよ。その住宅が建っているのも弥生町時

代に、ちょうど駐車場の端っこまで壁を作ったということで埋め立ててしまっているんです。

今、この地権者は、全然耕作は出来ていない中で、そこをこの先の白い屋根、山の下のあそこ

の人たちが駐車場として利用させてくださいということで利用しているということです。これ

を除外すれば、今度は農業委員会に上がってくると思います。 

 

15 番委員：結局違反転用している訳でしょ。許可なしで。一回農地に戻して農業委員会にあげてください

と言ってください。今度あげる時には、元の農地に返して農業委員会に審議してもらうように

準備してください。今までそうじゃなかったですか、実際に。太陽光の問題もそうじゃなかっ

たですか。 

 

7 番委員：意見書として、塩月委員が言ったような感じだったら良いけどな。農業委員会はこういう意見

を持ってますというような。 



 

15 番委員：違法であって、その上駐車料金までいただきよるわけじゃけ、これはもう完全な営利ですよ。

営利目的の違法転用ですよ。それをこっちで認めてしまうと、また来た時に、はいどうぞと言

ったら何しよるかわからん。もう 1 種農地じゃろうが、2 種農地じゃろうが、勝手気ままに全

部歩いてしまうよ。これ許しよったら。こんなもんが上がってくる事態がおかしい。事務局さ

ん、そうしてください。農地に戻して上げてくださいと。 

 

事 務 局：うちの方としても、意見として今あがったようなことは、会長の方に言って貰えれば、審議の

中では、そういう言葉があがったということを。ここで審議するのは、そういう意見をどうい

う形で持っていくかということがありますので、そういう中でそういうことを皆さんにお伝え

するということでいきますので、ここでは、転用ではありませんので。 

 

議  長：そういうことを書いておいてくれれば一番やりやすいんよなぁ。農振除外はします。ただ、今

度転用をする時には、農地性を持たせて上げてくださいねということを書いてくれれば、こっ

ちもやりやすい。その時は、車が 1台もない写真を撮ってくださいと。それでないと今までや

ってきたことが無駄になるでしょ。 

 

17 番委員：この土地がその地域から見て、農振地域かと、農振除外してもいいんじゃないかということだ

から、今言いよるのは、次の 4条か 5条で上がってきた時に言わないけんことよ。この周辺の

状況を見て農振地域から除外してもいいんじゃないかということを今しよるんだから。それが

いいんならいいで。 

 

6 番委員：でも、そこを駐車場にする前の時に農振除外をしてなかったという所がおかしいから、今更農

振除外していいかなんて、した後でするしかないじゃ、駐車場は皆さんの役に立つんだから。

だけど、腹立つじゃ何となく。 

 

15 番委員：勝手に駐車場にしているが、どうぞどうぞお停めください、御利用くださいなら、すんなりと

違和感ないんだけど、料金まで取ってやりよるから完全な違法やわ。 

 

議  長：それはどうかわからんので確認せないけん。農政課が確認取るか知らんけど。うちとしては、

この土地の除外が出来るか出来んかのこの前現地確認だった。この土地を除外していいですか、

悪いですかということです。 

 

17 番委員：現地を見た時にもこれはと同じことを言ったよ。でも除外するのかせんのかの話だから、あと

上がってきた時には元に戻せと言えばいい。 

 

事 務 局：ここの中で、この土地が転用が可能な所かどうかということを見た中で、それが農振地域の中

に入っているとそこは審議にかけられませんのでその中で農振地域に入っているのであれば、

転用が可能な所であれば、外すことが出来るかどうかというのを農政課の方で審議してもらっ

た中で、それがあっても農業委員会としては、たぶんここは残しておきたいんでと言われとれ



ば向こうでも外さないかと思います。でも、この中で、外して転用してもいいよという所があ

るなら、向こうも外す可能性もあります。だから、うちとしての意見の中では、今の所の、こ

こは外せるかどうかという、今どういう状態かということを見て、ここで問題がないかどうか

ということを判断してもらいたい。そして、今度の審議会の方に意見として持っていくという

ことになるんでその判断をしてもらいたいと思います。 

 

13 番委員：この区画には何も農地以外のものはないんじゃな。ここ以外。この区画は。 

 

事 務 局：ないんですけど、除外できれば 2種農地ということになるんですよ。その中でいけば、転用が

可能な所であるということから、そこでどうなのかということを、今問われてますので、そこ

の審議をしてもらいたいと思います。 

 

13 番委員：何もないのは何もないんじゃな。 

 

事 務 局：そうですね。 

 

15 番委員：あまりにも違法がありすぎてから審議する価値がないという、私は個人的には。そういう思い

がするわ。だって盛土自体も違法でやっとるんじゃろ。 

 

事 務 局：盛土というんが昔ですね、届出というのは平成になってそういう届出をしなさいということで

なったんですけども、それまでは盛土をして勝手にして、それから農業委員会に連絡というか

届さえすればいいというのが昔の形で、申請まで上げる必要がなかった時があったので、そう

いう時に一緒にこういう形でやっている可能性はあります。 

 

17 番委員：盛土はいいけど駐車場は悪い。 

 

事 務 局：駐車場で今実際使いよるのは悪いですけど。 

 

議  長：とりあえず、この状態が上がってきますので、その時に真剣審議してください。いいですか。

農地性を持たせてくださいとその時に言ってください。 

 

事 務 局：審議していただいた転用の 4条、5条の中にも 7月ぐらいの会議にかけて除外した案件もある

かもしれません。始末書が付いた今日の案件も、もしかしたら農振農用地の物件もあったかも

しれません。それと同じように、半年経って始末書が付いて出てくるような物件になるかと思

います。ただし、先程のお話の中で我々事務局が一番整理が困るのは、佐伯市農業委員会とし

て追認は一切認めないだというふうに舵を切るんであれば、やっぱりいろんな整合性があると

思うんですよ。 

 

議  長：それは出来ん。 

 



事 務 局：ただここについては、農地に復元しなさいというような言葉をもって使うんであれば、今から

先の方向性というのか、事務局が取り扱う申請の取り扱い方にも、非常に気を遣わんと貸して

いるから経済的にここは非常に厳しいとか、こちらは親がしとったことだからというような分

け方をしていかんといけんのかなと思ってますので、これについては、はっきりとしてもらわ

んと事務局は非常に苦慮するところでございます。 

 

議  長：とりあえず、この農振除外 4についてはどうですか。外していいですか。 

 

6 番委員：外さざるを得ないわけでしょ。そのために出してるし。 

 

議  長：そういう意見が欲しかったんですけど。 

 

7 番委員：要は、この土地が農地として、今駐車場になっているけど、現状農地だから上がどうであろう

と、ここの農地が農振を外して良いか悪いかという意見だけで、会長が言うように、次に上が

ってきた時に状況を判断すればいいのかなと、この田んぼの位置の関係で、農振外してもいい

のか、妥当かというような意見を付ければいいのかなと思います。 

 

議  長：それで審議会にかけていいですか。（はい、の声あり）はい。続いて、5 番の説明をお願いい

たします。 

 

事 務 局：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。申請地

は今後耕作の予定がなく借り手も見つからないため、農地として維持管理が困難になっていま

した。同地区の建設会社の重機や資材置場として有効活用をしたいとのことです。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：ただいま農振除外 5について事務局より説明がございました。これについてはどうですか。こ

こは何川か、この前氾濫した川なんですよ。元田地区の公民館も移設した状態にあります。そ

ういう中で、ここはバラスだらけです。氾濫した中で。それでここを駐車場、資材置場にした

いということでございます。これについても農業委員会として意見はないですか。 

 

13 番委員：埋め立てした所。 

 

議  長：そうです。ここについては、別に問題ないと思います。（はい、の声あり）続いて 6 番につい

て説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：案件番号 6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。申請者

は椎茸用原木や薪用の杉、コンバインや田植機などの自らが所有する農機具の置き場を同地区

内で探していました。他の代替地は金銭面で折り合いがつかず自分の農地を選定しました。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出来ないと定め



られており、例外的に許可をすることが出来る場合も定められています。本申請の資材置場用

地としての利用は、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。 

 

議  長：ただいま事務局が読み上げましたけれども、この土地を見て建売住宅を建てるのであればＯＫ

だと思ったんですよ、今言われた重機置場、それと椎茸の原木については、ちょっと広いな、

こんな広さをというのが僕の第一声でした。これを出すのであればという思いはずっと持って

いるんですけども、まず、これを許可していいか、許可して悪いか、皆さんで判断をお願いし

たいというふうに思います。 

 

7 番委員：これかさ上げは許可とってるん。 

 

事 務 局：これも弥生の時と一緒です。その当時に上げている。 

 

7 番委員：現在農地として使いよったら問題ない。 

 

議  長：1,500 ㎡縦長の長方形をよく考えてください。左の 3 戸ある。3 戸ある住宅のつながりなんで

すよ。これが除外すれば、即宅地でいいんやないかなという思いは持っています。そういうこ

とであるんであれば除外して土地ころがしと一緒じゃないかという思いは持っているんです。

そんなことする必要ないんであれば、4 条で上げてこいと、除外なんかする必要ないじゃない

か、私はそう思います。とにかく皆さんの意見を聞きたい。私の 17 分の 1 の意見じゃなくて

審議会では農業委員会の意見を審議会にかけるので、皆さんの意見をお聞き願えればというふ

うに思います。 

 

7 番委員：私たちが会長のように宅地になると思っていても、所有者がそういう資材置場と農機具置場と

いう事しかないと思うんよな。 

 

15 番委員：ないわなぁ。 

 

7 番委員：ただ私たちの思いで宅地になるんじゃろうということでは通らんけえ。申請者がそういう意向

を持っているんならそれでいいのか悪いのかぐらい。 

 

議  長：だから、農機具 3台置くようになっている。原木を 6ｍ四方のやつを 3つ立てるようになって

いる。じゃあ、そんなに広さはいらないですねという思い。 

 

15 番委員：あとは畑で使うんじゃないですか。 

 

議  長：そういうことは一つも出てきてないからな。 

 

7 番委員：それは意見書として付けられんの。 



 

議  長：出せます。 

 

7 番委員：じぁそれを付ければいい。 

 

議  長：僕の意見じゃなくて皆さんの意見として付けてもいいですか。 

 

7 番委員：会長が言ったように、資料に重機が何ぼで原木がどんだけの面積とかわからんから、資材置場

と両方でから、そのスペースが 1,500 ㎡の中の 100 ㎡だったら、ちょっと待ってよということ

になるし。もっとそこの使用方法を注文付ければいいじゃないですか。で、意見を言ってもら

えば。 

 

議  長：それでいいですか。事務局いいかな。 

 

事 務 局：はい。 

 

7 番委員：本来、何でこんだけ広い所を除外せんといけんの。4条かなんか他のですればすぐ通るん。 

 

事 務 局：除外をせんと 4条でこられん。この広さが、計画が本当にあっているか。 

 

事 務 局：例えば広すぎるんだったら半分に分筆して、半分だけ除外申請を農振の審議会にかけて、資材

置場にするのも一つのアイデアかな、その面積がもし広すぎるのであれば。 

 

事 務 局：この広さが本当に必要性があるのかどうかという所を審議してもらいたい。 

 

14 番委員：会長いいですか。 

 

議  長：はい、どうぞ。 

 

14 番委員：資材置場と機械置場は、意見書として分筆くださいよと、あとは農地として使ってくださいよ

という意見ではどうなんですか。 

 

議  長：そういう指導よりも農振除外 6については、今の申請では広すぎますねと認められませんとそ

れだけでいいと思う。 

 

14 番委員：ここが意見書としてそういうふうに書いて。 

 

議  長：いいですか。それで出しますよ。それでは今度は本匠に入ります。本匠の 7番について説明を

お願いします。 

 



事 務 局：案件番号 7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、本匠振興局敷地法面用地として利用する計画です。本案件は、許可不要の案件となります。 

 

議  長：振興局が出来て前に出たはずなんです。移転しますと。そこの法面の部分ですから、これは公

共施設ですから。 

 

事 務 局：法面の延長ということで聞いております。 

 

議  長：次、お願いします。 

 

事 務 局：案件番号 8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。申請者

が高齢であることや、家から離れていることから、耕作を行っていくことが難しい状態となっ

たため、管理可能な山林とする計画です。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：この案件については、茶畑でお茶もしてません。中に杉苗が生えています。そういう状況の農

地です。特に問題ないと思いますがどうですか。（はい、の声あり）続いて、鶴見の方にいき

たいと思います。事務局 9番の説明をお願いします。 

 

事 務 局：案件番号 9について説明いたします。お配りしている地図の 9ページをご覧ください。申請地

は今後耕作の予定も無く、他に所有地もないため、子の新居を建てるために宅地として利用し

たいとのことです。申請地では木造平屋建て、建築面積 72.87 ㎡の住宅を建築します。盛土は

道路高さ 0.9m まで行います。排水は漁業集落排水処理施設に接続します。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：（いいです、の声あり）はい、10 番の説明をお願いします。 

 

事 務 局：案件番号 10 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。申請地は介護施設か

ら駐車場として利用したいと話があり、所有者は高齢なため耕作及び管理をすることが難しく

なっていたため駐車場として利用する計画です。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：この所は駐車場用地として利用したいという話です。（はい、の声あり）特に問題ないという

ことで、今度は米水津に入りたいと思います。11 番の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：11 番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。申請者は市外在住であり管

理することが困難であり、隣接した建設会社が事務所の建設場所を探していることから、その

事務所用地として利用する計画です。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：よろしいですかね。これ、会社の事務所、それから住宅用地を作りたい。除外されれば。そう

いうことです。 

 

6 番委員：建物は、赤い線の中にバイクと建物があるけど、あれは宅地になってるんですか。 

 

議  長：あれも農地の中にありました。今あの中は資材が入っています。昨日もここの左に会社がある

んですけども、そのオーナーが来て、そうとう前に出た案件らしいです。事務所を早く移転し

たいんだけれども、どうなっているだろうかという問い合わせで昨日来ていただきました。別

に問題はないというふうには思っていますが、どうですか。（異議なし、という声あり）続い

て、竹野浦 12 番の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：案件番号 12 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。所有者は亡くなって

おり、相続権のある者での耕作及び管理することが困難であることから、管理可能な山林とす

る計画です。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：4 筆あるんですけども、既に山林の様相を呈してます。農地としては、使えないなというふう

に思いますので、一応除外可能かなというふうに思います。いいですか。（はい、の声あり）

野々河内浦いいですか。 

 

事 務 局：案件番号 13 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。所有者は市外在住で、

借り手を探したが見つからず、管理することが困難になったため、管理可能な山林とする計画

です。第 2種農地にあたり、除外がなされれば転用の見込みがあると思われます。 

 

議  長：ここも 5筆あります。別に問題ないと思います。（はい、の声あり）それから葛原浦。 

 

事 務 局：続けて地図の 14 ページをご覧ください。所有者は市外在住であり、管理することが困難であ

り、今後耕作の予定も無いため管理可能な山林用地として利用する計画です。第 2種農地にあ

たり転用の見込みがあると思われます。 

 

議  長：特に問題ないと思われます。いいですかね。（はい、の声あり）それではここの 14 件につい

ては、皆さんの意見を審議委員会に持っていきたいというふうに思います。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します。 

 

事 務 局：それでは非農地証明願 1 番について説明をさせていただきます。この申請地の調査は、4 月 7

日に担当区の山田推進委員さんと事務局 2名で実施しました。申請地は、佐伯市上灘地区の畑

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、昭和 55 年 8 月に 5 条申請により許可を受けて建物

を建設しておりましたが、地目変更をしておりませんでした。その後、昭和 61 年売買による

所有権移転が行われ、平成 20 年に相続をして、現所有者になっております。平成 22 年には、



河川工事で土地の一部がかかり、建物を壊し現在に至っております。今回非農地証明願に至っ

たのは、5 条許可書が不明である、所有権移転が行われていること、分筆され地積が変わった

ことにより許可済証明の発行が出来ないことから、今回の申請に至っております。現地につい

ては、スクリーンに映し出しているとおり、一部雑木が生え荒廃しております。以上のことか

ら非農地証明書発行基準要領第 2の 2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について説明がございました。どなたか質疑等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、非農

地証明願 1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。続いて 2番の説明をお願いいたします。 

 

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、4月 14 日に担

当区の清水推進委員さんと事務局 2名で実施しました。申請地は、佐伯市大字戸穴の畑 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、所有者が愛知県

に移住していたため、30 年ほど前から耕作放棄されています。現地の状況ですが、スクリーン

に映し出されているとおり、4 枚の映像から見ても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態であると思います。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に該当する土地と判断出来るか

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 2について説明がございました。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ので、これより審議に入りたいと思います。非農地証明願 2について質疑

等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）それではまとめたい

と思います。非農地証明願 2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。続きまして非農地証明願 3について説明をお願

いします。 

 

事 務 局：それでは非農地証明願 3番の説明をさせていただきます。申請地の調査は、4月 17 日に担当区

の大石推進委員さんと事務局 2名で実施しました。申請地は、佐伯市弥生大字床木の畑 3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、約 30 年ほど前

から耕作放棄され現在に至っています。現地の状況については、スクリーンに映し出している

とおり、ほぼ竹林化の様相を呈している状況で、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に該当する土地と判断出

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：ただいま事務局より非農地証明願 3について説明がありました。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。これより非農地証明願 3について審議に入りたいと思

います。どなたか質疑等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）

なしとの声がありましたので取りまとめたいと思います。非農地証明願 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。

続きまして農地賃借料情報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：御手元に1枚紙で佐伯市の農地賃借料情報というのがあるかと思います。よろしいでしょうか。

この中で、昨年平成 31年 1 月 1日から 12 月末までに本市において締結された賃貸借における

賃借料水準は以下のとおりとなっておりますというふうに書いております。要は、昨年1年間、

1 月 1 日から 12 月末までに使用貸借というのはお金が動かん部分の貸し借りなんですけども、

賃貸借というのはお金が出てきています。貸し借りのお金が出てきます。それを地目が田と地

目が畑でそれぞれ計算をして平均を出しております。ですので、上の方の田の分というのは、

平均額 9,600 円、 高額 30,000 円、 低額 6,600 円となっております。これについては、

高額反当 30,000 円という中には、当然地目が田の中で、イチゴを作ったり、スイートピーを

作ったり、そういったものも含まれている金額であります。勿論主食用米のお米も入っている

んですけども、それを全て平均したらこういった金額になっております。下の部分の参考資料

なんですけども、畑の部の方なんですけども、これも平均が 25,900 円、 高額 52,000 円、

低額 12,000 円ということで、これは地目が畑の所に概ねビニールハウスが建っていてイチゴ

等作っていたり、路地の野菜を作っていたり、そういったものの金額の平均になっております。

ちなみに田の方の 高額はアスパラです。下の方の畑の分の方は菊の分なんですけども、面積

が例えば 5 畝しか借りてなくて、その金額が 15,000 円だったら、1 反に戻すので 30,000 円と

なっております。ただ現実の皆さんがお米だいたいどのくらいかなといったのとは、ちょっと

金額がずれているのかなという気もします。先程、会長、副会長とも相談して、これはこれと

してルールにのっとった数字の出し方なんですけども、これとは別に来年以降参考にできるも

のとしてハウスだったらだいたいエリアを分けてこのくらいと、お米だったらこのくらい、そ

れぞれ主食用水稲だったらこのくらいというものも、参考資料として持った方がいいのかな、

この資料がちょっと現実とかけ離れた部分があるのかなと思っておりますけれども、一応ルー

ルに基づいて出した数字はこういった状況になっております。 

 

議  長：農地の賃借料については、昔は小作料と言ってましたけども、これは年 1回見直しをやりなさ

いよという規定がございます。今、事務局の方から説明がございました。説明があった中で、

こういうふうな状態がいいんじゃなかろうかとか、今後事務局がある程度まとめていくんです

けども、またそれが出来たら皆様に公表したいなというふうに思います。今の現状ではこうい

う状態です。ちょっとおかしいかなというふうに思ってますので、ある程度のことが出たら皆

さんに報告したいというふうに思います。いいですか。それでは全ての議案が終わりました。

副会長の方にマイクを渡します。 

 

17 番委員：以上をもちまして令和 2年第 5回佐伯市農業委員会総会を終了いたします。長い間お疲れさま

でした。 

（16 時 48 分閉会） 

 

 


