
令和 2年第 4回佐伯市農業委員会議事録 

 

日  時： 令和 2年 4月 3日（金曜日） 14 時 00 分～15 時 12 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 

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 

欠席委員：3番 市川 一清  10 番 御手洗 大悟 

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 11 号議案 農地法第 3条の規定による許可申請について 

    第 12 号議案 農地法第 4条の規定による許可申請について 

第 13 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 4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、3番の市川一清委員、10 番の御手洗大悟委員です。農業委員 17 名中、本日

の会議の出席は 15 名です。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、農地利用最適化推進委員につきましては、今回新型コロナウイル

ス感染防止対策のため出席は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、3月 9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：議事に入ります前に本日の議事録署名人を指名したいと思います。2番の小野委員、4番の簀

戸委員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。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 4 件、田が 8,126 ㎡、畑が 1,469 ㎡、合計面積が 9,595 ㎡。農地法第 4 条、

件数が 7 件、田が 2,289 ㎡、畑が 1,890 ㎡、合計面積が 4,179 ㎡。農地法第 5 条、件数が 10

件、田が 1,354 ㎡、畑が 5,610 ㎡、合計面積が 6,964 ㎡。合計件数が 21 件、田の面積が 11,769

㎡、畑が 8,969 ㎡、総面積につきましては 20,738 ㎡。以上の提案をいたしますのでよろしく

お願いいたします。 

 

議  長：それでは議事に入りたいと思います。第 3条の 4件から入りたいと思います。3条の 1につい

て事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：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。住宅地図の冊子 1から 5ページをご覧くださ

い。3条の 1と 2は、父親から 8筆、母親から 2筆、計 10 筆を子への贈与になりますので、一

括して提案させていただきます。今回の申請は、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。耕作は譲受人 1人で行っていくと

のことです。農地取得後は引き続き米や野菜類を栽培するとのことです。取得後の耕作面積は

66.63ａ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。担当推進委員からは、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と 2について説明がございました。担当推進委員からも問題なしとの意見書

が上がってございます。これより皆様から質疑等受けたいと思いますが、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。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：住宅地図の冊子、6、7 ページをご覧ください。今回の申請は、売買による所有権の移転です。

申請農地は、農業振興地域内の農地です。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 1人で行って

いるとのことです。農地取得後は、米を耕作するとのことです。取得後の耕作面積は 107.84

ａ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。 

 

議  長：今日は最適化推進委員さん全て欠席されて意見書を提出されておりますので、そのまま事務局

説明の後、意見書も読み上げてください。 

 

事 務 局：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：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見が上がってございます。これより 3条の 3番に

ついて、質疑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。

ないようですので取りまとめたいと思います。3 条の 3 番について賛成される方の挙手を求め

たいと思います。（挙手全員）全員賛成ということで許可したいと思います。続きまして 3条

の 4番について事務局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、9 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。合計 4筆となっています。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 1人で行っているとのことです。農地取得後は、現状の果樹を

含め、米や野菜類を栽培するとのことです。取得後の耕作面積は 103.01ａ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。担当推進委員からは特に問題ない旨の意見書が提出されて

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上がってございます。これより 3条の 4番に

ついて、どなたか質疑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 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。続いて第 12 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 4条の 1番から事務局説明を意見書とともに説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：4条の 1について説明いたします。お配りしている地図の 10 ページをご覧ください。申請地は



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

は、1 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 0.41ｍ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の 1の（1）のアの（イ）のｃの（エ）、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、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 1番について説明がございました。これより 4条の 1番について、質疑等を受

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。4条の 1 番につ

いて賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成ということで承認した

いと思います。続きまして 4条の 2番について事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：4条の 2について説明いたします。お配りしている地図の 11 ページをご覧ください。申請地は

農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の畑です。資材置場用地

としての用途による申請です。管工事業を営んでいる申請者が自らの事業で使用する土砂やパ

イプを置くためのスペースとして利用する計画です。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。水利権はありません。許可基準

は、運用通知第 2の 1の（1）のカの（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、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：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 4条の 2番につ

いて質疑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）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。申請地は都市計画区域内、

第二種中高層住居専用地域の第 3 種農地の畑です。賃貸長屋住宅の用途による申請です。2 階

建て全 6戸の賃貸住宅を 1棟建築します。申請地の建築面積は、183.92 ㎡の賃貸住宅を建築し

ます。隣接地に対しては、コンクリートブロックを設置するため、土砂の流出、崩壊の恐れは

ないと思われます。排水は、公共下水に放流します。水利権はありません。許可基準は、第 2

の 1 の(1)のエの(イ)の第 3 種農地の許可要件、第 3 種農地の転用は許可することが出来るに

該当します。なお、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番について説明が終わりました。推進委員さんからも特に問題なしとの意見

が上がってございます。これより質疑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。はい、どうぞ。 

 

15 番委員：1 の右の方に赤いボックスが見えますよね、地面の所に。あれから向こうは水田ですか、畑、

それとも施設園芸ですか。 

 

事 務 局：施設園芸です。 

 

15 番委員：そうすると今日照権の問題がちょっと気にかかったんですけども、時速 30 ㎞が路面にありま

すよね、標識の提示したのが。その陰でいくと、向こうに、そこの建物がどのくらいの高さに

なるか分かりませんけど、なった時に日照権を阻害することはないんですか。 

 

事 務 局：そこの土地につきましても地権者の方が今回出してきている申請者です。その方の土地で、そ

れに対して別に問題を提示してないですからこういう形でこちらも申請を受けております。 

 

15 番委員：分かりました。 

 

議  長：よろしいですか。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。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。資材置場用地としての用途による

申請です。申請者は建設業を営んでおりますが、自らの事業で使用する砕石や土管等を置くた

めのスペースとして利用する計画です。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。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、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 4番について説明が終わりました。推進委員さんからも特に問題なしとの意見

が上がってございます。これより皆様から 4条の 4番について質疑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。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

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

周囲から一段低くなっているため、浸水被害に苦慮しておりました。造成後は畑としてキャベ

ツを作付けする計画です。一筆の面積 3,609 ㎡のうち特に低くなっている 380 ㎡を 1.4ｍかさ

上げします。隣接地に対しては 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。塩屋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、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、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 5番について説明が終わりました。推進委員さんからも特に問題なしとの意見

書も上がっております。これより皆様から質疑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）ありませんとの声がありました

ので取りまとめたいと思います。4 条の 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種農地の田です。農地造成の用途による申請です。申

請地は、河川に隣接していることや周囲から一段低くなっているため、湿地の状態となってお

りました。申請地の面積 465 ㎡のうち特に低い 225 ㎡を 2ｍかさ上げする計画です。隣接地に

対しては安定勾配で盛土を行うことから、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、畑としてミカン、梅を作付けする計画です。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します。なお、推進委員さんから問題ない旨の意見書をいただいて

います。 

 

議  長：ただいま 4条の 6番について、事務局の説明と、推進委員さんから特に問題なしとの意見が上

がってございます。これより皆様から質疑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 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。続いて 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 16 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の田です。営農型太陽光発電施設としての用途による申請

です。本案件は、平成 26 年 5 月 30 日付け指令南局農振第 4-9 号で 3年間の一時転用許可を受

けました。その後平成 29 年に改めて 3 年間の一時転用許可を受けましたが、今回許可の期限

が近づいたため、更新のため再度申請するものです。新たに工事をすることはありませんので、

土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。また、太陽光パネルの下部では発芽ニンニクを

栽培しておりますが、年 1回の報告も提出されており、収穫量においても基準を満たしており

ます。弥生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、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、推進委員さんから問題

ない旨の意見書をいただいています。 

 

議  長：4条の 7 番について、事務局の説明、推進委員さんから特に問題なしとの意見が上がってござ

います。これより皆様から質疑等を受けたいと思います。どなたかございましたらお願いいた



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 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

して第 13 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。それでは

事務局 5条の 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 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。地権者は現在市外に在住しており、また、高齢であることから耕作、管理

をしていくことに苦慮しておりました。申請地では 280 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の 1の（1）

のカの（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、推進委員さんから問題ない旨の意見書をいただいております。 

 

議  長：事務局の説明、それと推進委員さんから特に問題なしとの意見書が上がってございます。これ

より皆様より質疑等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）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 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。太陽光発電施設としての用

途による申請です。申請地では果樹を作付けしておりましたが、地権者は現在市外に在住して

いることから管理に苦慮しておりました。申請地では 348 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、推進委員さんから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番についての説明が終わりました。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。これより皆様から質疑等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。ないようです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。太陽光発電施設としての用

途による申請です。申請地では果樹を作付けしておりましたが、地権者は現在市外に在住して

いることから管理に苦慮しておりました。申請地では 348 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、推進委員さんから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について説明が終わりました。推進委員さんからは特に問題なしとの意見が

上がってございます。前回はこの先が申請地として出てきたはずです。これより皆様より質疑、

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。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

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 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。太陽光発電施設としての用

途による申請です。地権者は現在市外に在住しており、また、高齢であることから、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 280 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、推進委員さんから問題ない旨の意見書をいただいております。 

 

議  長：ただいま 5条の 4番について説明が終わり、推進委員さんからは特に問題なしとの意見が上が

ってございます。これより皆様より質疑等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。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。

（挙手多数）賛成多数ということで承認したいと思います。続きまして 5条の 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 20 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。宅地分譲用地としての用途による申請です。

譲受人が申請地に 5区画分の分譲地を造成します。隣接地に対しては擁壁が設置されているた

め土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。また、排水は公共下水に放流します。水利権

はありません。許可基準は、運用通知第 2 の 1 の（1）のエの（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、推進委員さんから問題ない

旨の意見書をいただいています。 

 

議  長：ただいま 5条の 5番について説明と特に問題なしとの意見書の読み上げが終わりました。これ

より皆様より質疑等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。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）賛成全員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 21 ページをご覧ください。申請地はＪＲ狩生駅から

概ね 300ｍの区域内にある第 3 種農地の田です。資材置場用地としての用途による申請です。

製造業を営んでいる譲受人が事業で使用する金属廃材、梱包用の木材を置くためのスペースと

して利用します。なお、申請地は、昭和 44 年 1月 10 日に造成を行っていることから今回譲渡

人からの始末書が添付されております。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。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。なお、農地法に対する知識不足で、先程申したように事前に造成

しております。この点は問題ですが、今回始末書を添付することにより申請が行われておりま

すので手続き上問題ないといたします。 

 

議  長：5条の 6 番についてただいま事務局より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。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 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種農地の畑です。駐車場及び進入路用地とし

ての用途による申請です。隣接地には譲受人の自宅があり、そのための進入路と駐車場として、

また、譲受人が代表を務める○○○○○○○に参拝した人のための駐車場として利用する計画

です。また、申請地は、令和元年 5 月 30 日に造成工事を行ったことから、今回譲受人の始末

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。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、農地法に対する知識不足で、先程申したように事前に造成しております

ので、この点は問題ですが、今回始末書を添付することにより申請が行われておりますので手

続き上問題ないといたします。 

 

議  長：意見書はないですか。 

 

事 務 局：先程の始末書が出ている分なんですけど意見書は出ております。全て問題ないとのことです。 

 

議  長：5条の 6番、意見書を読み上げてなかったんで、そのままスルーしたんですけど、5条の 6番 7

番、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 7番について、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。皆様から質疑、意見等を求めたい

と思いますが、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。どうぞ。 

 

事 務 局：事務局が読み上げた所の意見書を先に申し述べて読まなかったんですけども、そもそも農地法

の意識がなくてと読み上げた部分がいただいている意見書の部分です。 

 

議  長：了解です。そういう事です。特になしと思われますのでこれより取りまとめたいと思いますが

よろしいですか。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

願いします。 

 

事 務 局：5条の 8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種農地の畑です。植林の用途による申請です。

申請地は、地権者の体調不良により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

申請地付近に農地を所有している譲受人がシイタケ栽培の原木として利用しようと考え、申請

することになりました。申請地ではクヌギを 15 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。なお、推進委員さんから問題ない旨の意見書をいただいてお

ります。 

 

議  長：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 8番につ

いて、皆様から質疑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。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 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種農地の田と畑です。資材置場用地としての

用途による申請です。土木工事業を営んでいる譲受人が、現在の資材置場が手狭になったため

新たに資材を置くためのスペースとして利用する計画です。また、申請地は、平成 21 年頃に

造成工事を行っており譲渡人の始末書が添付されております。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。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、推進委員さんから農地法に対する知

識不足で、先程申したように事前に造成しております。この点は問題ですが、今回始末書を添

付することにより申請が行われておりますので、手続き上問題ないとの意見をいただいており

ます。 

 

議  長：5条の 9 番について、ただいま説明が終わりました。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。これより皆様より質疑等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）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。続いて 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 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。駐車場用地としての用途

による申請です。譲受人が、隣接する自宅のための駐車場として利用する計画です。また、平



成 10 年 10 月 1 日に造成を行っており譲渡人から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。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、推進委員さんから農

地法に対する知識不足で、先程申したように事前に造成しております。この点は問題ですが、

今回始末書を添付することにより申請が行われておりますので、手続き上問題ないと意見をい

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。推進委員さんからは全て今までどおり、

埋めた状態で始末書が上がってございますということで、農地法に関しては特に問題なしとの

意見書が上がってございます。これより皆様より質疑等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。ないようです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。農地法第 3条の 4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 条の 7 件、農地法第 5 条の 10 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。それでは休憩といたします。 

 

（休憩） 

 

議  長：それでは再開いたしますので着席お願いいたします。それでは、その他のほうに入ります。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。本年度もよろしくお願いいたします。前回の定例会でお願いしておりました

利用権の新規掘り起こしと再設定について取りまとめいただいたものを農用地利用集積計画

（案）として作成いたしましたので審議をお願いいたします。今月の農業経営基盤強化促進法

第 18 条第 1項の規定による案件は 40 件となっています。御手元の農用地利用集積計画（案）

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

約期間3年が1筆で2,329㎡、契約期間5年が28筆で28,011㎡、契約期間10年が10筆で8,813

㎡、契約期間 20 年が 1筆で 2,130 ㎡、これらを合計すると 40 筆で 41,283 ㎡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：ただいま農用地利用集積計画（案）についての説明がございました。これより皆様より質疑を

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。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許可したいと思います。それでは利用

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、相談等を受けた場合は御協力の程どうぞ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しますので御連絡の方をお願

いいたします。今回の書類の締め切りを 4 月 15 日水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の方にお願いいたします。 

 

議  長：ただいま利用権設定の推進について説明がございました。今月の締め切り 4 月 15 日です。よ

ろしくお願いいたします。それでは農用地利用配分計画（案）の意見聴取についてをお願いい

たします。 

 

農 政 課：農政課水田畜産振興係の首藤と言います。今年度も引き続き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 5 月 1日開始分 1 件、6 月 1日開始

分 18 件になります。いずれも新規で、契約期間 5年の田、9筆、面積 10,701 ㎡、契約期間 10

年の田、8 筆、面積 6,413 ㎡、畑、1 筆、669 ㎡、契約期間 20 年の登記地目山林、現況畑、1

筆、面積が 2,130 ㎡、以上合計 19 筆、面積が 19,913 ㎡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。どなたか質疑等ございまし

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。続きまして非農地証明願についてを議題といたします。

非農地証明願 1より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。御手元の非農地証明願の資料をご覧

ください。まず、申請地の現地調査は、3月 17 日に担当区の矢野推進委員さんと事務局 2名で

実施しました。申請地は、佐伯市宇目小野市地区の田 5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、上小野市信号機、国道 326 号線の合流点を宮崎県方

面に進み、エコセンター力南事務所の手前を右折し、約 100ｍ入った所です。この申請地は、

以前に基盤整備をされている一種農地でありますが、不耕作の状態が約 30 年経過していると

のことです。次に現地の状況ですが、スクリーンに映し出されているとおり、周囲を山林に囲

まれており、日当たりも悪く一部山林化するとともに一部では水溜まり湿地化している部分が

あり周囲の状況から見ても農地に復元化するための物理的な条件整備が著しく困難であると

思います。以上のことから非農地証明書発行基準要領第 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

意見が上がってございます。これより皆様より質疑等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）なしとの声が上がりまし

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。続きまして非農地証明

願 2番について事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：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、3月 17 日に担当区の川

野推進委員さんと事務局 2名で実施しました。申請地は、佐伯市本匠の笠掛地区の連続する畑

4 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、鬼ケ瀬ト

ンネルぬけ本匠中学校前の信号機を左折、番匠川に架かる笠掛橋を渡って正面に見える集落の

中に位置し、30 年程前から耕作放棄されています。次に現地の状況ですが、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います。 

 

議  長：ただいま非農地証明願 2番について説明が終わりました。推進委員さんからも特に問題なしと

の意見が上がってございます。これより皆様より質疑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。取りまとめたいと思います。非農地証明願 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。続きまして非農

地通知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：それでは非農地通知書について提案いたします。御手元の議案書、図面及び非農地通知書一覧

表をご覧ください。本年 3月に大入島地域 161 名の所有者 848 筆に対し、非農地通知を送付し

ましたが、久保浦地区で同時期に相続登記の途中であったため、今回の非農地通知に間に合わ

なかったが、今回の非農地通知で早く整理したいとの申し出がありました。今回その久保浦地

区の農地所有者 1 名 11 筆に対し非農地通知書を発送することに承認をいただきたく提案いた

します。 

 

議  長：ただいま事務局が説明したとおりでございます。前回久保浦地区には間に合わなかった中で、

今回この 11 筆について農地を外したいと地権者の方も申し出ています。これより皆様の審議

をお願いしたいというふうに思います。質疑等ございましたら挙手をもってお願いいたします。

よろしいですか。それでは久保浦地区 11 筆については発送したいと思います。事務局よろし

くお願いいたします。 

 

事 務 局：はい、分かりました。早速発送したいと思います。 

 

議  長：これで全ての議案が終了しました。それでは副会長の方にマイクを渡したいと思います。 

 

17番委員：以上をもちまして令和2年第4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） 

 

 


