
令和 2年第 3回佐伯市農業委員会議事録 

 

日  時： 令和 2年 3月 2日（月曜日） 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   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    10 番 御手洗 大悟  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 

出席農地利用最適化推進委員：佐伯 1区 波戸崎 孝 佐伯 4区 山田 裕也 佐伯 5区 清水 秀人  

 佐伯 8区 小川 忠重  佐伯 9区 林 寛    佐伯 11 区 後藤 彰  弥生 1区 大石 太士 

 弥生 2区 出納 幸男  宇目 1区 岡田 安代 鶴見区 桑原 慶吾  蒲江 1区 井川 英二 

 蒲江 2区 津田 幸喜 蒲江 3区 松尾 孫重  

欠席委員：3番 市川 一清  8 番 田嶋 義生   9 番 高畠 千恵美   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 山田 祐郎  副主幹 槙野 信光 

事務員 井上 真吾     

農 林 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 8 号議案 農地法第 3条の規定による許可申請について 

    第 9 号議案 農地法第 4条の規定による許可申請について 

第 10 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(農林課) 

     ②利用権設定の推進について（お願い）（農林課） 

     ③農用地利用配分計画（案）の意見聴取について（農林課） 

     ④非農地証明願について 

 

 



事務局長：ただいまから令和 2年第 3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、8番の田嶋義生委員、9番の髙畠千恵美委員、11番の小野隆壽委員となってお

ります。農業委員 17 名中、本日の会議の出席は 13 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、農地利用最適化推進

委員 27 名中 13 名の推進委員にも出席していただいております。続きまして、先月の大分県知

事許可案件につきましては、2月 14 日付けで許可となっておりますことを報告いたします。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：それではしばらくの間、私が進行させていただきたいと思います。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。16 番の河野委員さん、それと 17 番の三又委員さんにお願い

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。本日の案件につきまして説明します。農地法第

3条、件数が 6件、田が 4,751 ㎡、畑が 1,330 ㎡、合計面積が 6,081 ㎡。農地法第 4条、件数

が 6件、田が 4,748 ㎡、畑が 693 ㎡、合計面積が 5,441 ㎡。農地法第 5条、件数が 5件、田が

1,245㎡、畑が 699.8㎡、合計面積が 1,944.8㎡。合計件数が 17件、田が 10,744㎡、畑が 2,722.8

㎡、総合計面積が 13,466.8 ㎡。以上提案いたします。 

 

議  長：それでは議事に入りたいと思います。第 8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 3条の 1番より説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：それでは説明させていただきます。申請地の位置につきましては、配布しております管内図と

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、議案書のとおりでございます。

それでは 3条の 1について説明させていただきます。地図の冊子 1、2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。耕作は譲受人夫婦と子どもの 3人で行っているとのことです。農地取得後はカ

ボスを栽培するとのことです。取得後の耕作面積は 450.22ａとなり、佐伯地域の下限面積 40

ａ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：3 条については問題ないと思います。ただ、前後が田なんですけど、そこのちょうど

ど真ん中にカボスを植えるというのは、個人的にどうなのかなとは思いました。 



 

議  長：まだ、この 3条申請の中で、これを購入という中で、購入してそれからの段階になるかと思う

んですけど、今のままであれば、この状態であればカボスを植えられないんかなというふうに

思います。ただ、今度かさ上げの中で、本人が取得した中で 4条申請でかさ上げというふうに

なってくれば、そこで判断できるのかなというふうに思います。ただいま 3条の 1番について

推進委員さんから意見がございましたけれども、他に意見ございませんか。ないようですので

取りまとめたいと思います。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番について説

明をお願いいたします。 

 

事 務 局：続いて 3 条の 2 について説明させていただきます。地図の冊子 3、4 ページをご覧ください。

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

人は、自己所有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 105.63ａ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。 

 

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：別に問題ございません。 

 

議  長：担当推進委員さんから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 2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)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：続いて 3 条の 3 について説明させていただきます。住宅地図の冊子、同じく 3、4 ページをご

覧ください。今回の申請は、売買による所有権の移転です。申請農地は、農業振興地域内の農

地です。譲受人は、自己所有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 85.45ａ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。 

 

議  長：それでは担当の小川推進委員さんお願いします。 

 

佐伯 8区推進委員：地図の上と下にお名前がございますけど、この 2人なので隣どおしで仲良くやってい

るみたいで別に問題ございません。 



 

議  長：特に問題なしとの意見がございました。それでは 3条の 3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 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：続いて 3条の 4について説明させていただきます。地図の冊子 5ページをご覧ください。今回

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

は、自己所有農地及び借入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、米を耕作するとのことです。取得後の耕作面積は 162.04ａ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。 

 

議  長：それでは担当の小川推進委員さんお願いします。 

 

佐伯 8区推進委員：別に問題ございません。 

 

議  長：特に問題なしとの担当推進委員さんからの意見が上がってございます。それでは 3条の 4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)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：続いて 3条の 5番について説明させていただきます。地図の冊子 6、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、農業振興地域外の農地です。譲受

人は、自己所有農地で米やミカン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父親の 3人で行っているとのことです。農地取得後は

ミカンの栽培を行うとのことです。取得後の耕作面積は 121.43ａとなり、佐伯地域の下限面積

40ａ以上となります。今後、農業を行うにあたり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：それでは担当の清水推進委員さんお願いします。 

 

佐伯 5区推進委員：特に問題ありません。 

 

議  長：特に問題なしとの担当推進委員さんからの意見もございました。それでは3条の5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)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。それでは、事務局 3条の 6 番について説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：続いて 3 条の 6番について説明させていただきます。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、農業振興地域内の農用地です。譲受

人は自己所有農地及び借入地でホオズキ、杉苗、スイートピー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、ホオズキの栽培を行うとのことです。取得後の耕作面積は 173.68ａと

なり、宇目地域の下限面積 40ａ以上となります。今後、農業を行うにあたり申請農地周辺地域

への農業上の支障は予想されないと思われます。 

 

議  長：それでは担当の岡田推進委員さんお願いいたします。 

 

宇目 1区推進委員：何も問題ありません。 

 

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 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）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。続きまして第 9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番について事務局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 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種農地の田です。農地造成用地

の用途による申請です。申請地では、稲作を行っていましたが、体力的な問題により 2年前か

ら休耕し、申請地近くの畑を主に耕作しておりました。申請地も畑として利用したいという意

向からかさ上げを行おうと考えました。申請地では 1ｍのかさ上げを行いますが、隣接する道

路、水路と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。造成後は大根、白菜、ネギを作付けする計画です。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、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。 

 

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：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上がってございます。それでは 4条の 1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。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 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。申請地は、

土地の形状が不整形であり、利用しづらい状態であったためかさ上げを行い、全体を整地しよ

うと考えました。申請地では 1ｍのかさ上げを行いますが、隣接地や道に対しては高さを合わ

せ、河川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。造成後は畑として麦を作付けする計画です。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 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。 

 

議  長：それでは担当の小川推進委員さんお願いします。 

 

佐伯 8区推進委員：特に問題ございません。 

 

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 4 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 11 ページをご覧ください。申請地は農業公共投資の

対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の田です。植林用地としての用途による

申請ですが、昭和60年頃から許可を得ずに杉を30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。新たに植林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し

ます。 

 

議  長：それでは担当の後藤推進委員さんお願いします。 

 

佐伯 11 区推進委員：この件は、30 本ぐらい杉の木を植えているんですが、ちょうど水田の傍を尻高川と

いうのが流れているんですが、その川が台風のたびに荒れて、表土も何もなくなってしもうて

水田としては作ることが出来なくなったこともあって、本人も農地法に対する知識というか、

若干不足していたので杉の木を無断で植えたということで特に悪意はないように感じられま

す。そういう事を踏まえて、今回のこの案件は問題ないと思われます。 

 



議  長：生産者に対しては、農地法等知らない状態の中で杉を植えたという説明がございました。それ

では 4条の 3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）それではこれより 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します。 

 

事 務 局：4条の 4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。申請地は農業振興地域内

にある農用地区域内農地の田です。農業用施設用地としての用途による申請です。申請地は、

育苗を行う目的で、昨年農作物栽培高度化施設の届出を行い受理されましたが、育苗を行って

いない期間、農業用の資材や車両を置くスペースとして利用したいとの意向から転用の申請を

提出することになりました。登記面積 1,260 ㎡のうち 677 ㎡を造成し、アスファルト舗装を施

します。隣接地に対しては、Ｌ字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。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ｂ、農

用地の許可基準の例外規定、農用地利用計画において指定された用途に供するために行われる

ものであることに該当します。 

 

議  長：それでは担当の後藤推進委員さんお願いいたします。 

 

佐伯 11 区推進委員：この件は、○○さんが育苗のためにアスファルトを敷きたいということでしたんで

すが、ちょうど舗装しますと苗の育つ間 2 か月ぐらいは使用するんですけど、その後の 10 か

月については、転用申請をした方がいいんじゃないかなということで今回のこの案件に至った

次第です。特に問題ありません。 

 

議  長：これより 4条の 4番について質問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 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 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。植林用地とし

ての用途による申請です。地権者の高齢化に伴い、農地としての利用が困難になったため、杉

を 40 本植林する計画です。隣接地に対しては、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。 

 

議  長：それでは担当の岡田推進委員さんお願いします。 

 

宇目 1区推進委員：両方植えることが出来ないので植林をすることは良いことだと思います。 

 



議  長：この土地については、特に問題なしとの担当推進委員さんからも意見が上がりました。それで

は 4条の 5番について、これ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

説明をお願いします。 

 

事 務 局：4条の 6について説明いたします。地図の 14 ページをご覧ください。申請地は農業公共投資の

対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の畑です。植林用地としての用途による

申請ですが、昭和 55 年頃、前所有者が許可を得ずに杉を 10 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。新たに植林することはありま

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

件に該当します。 

 

議  長：それでは担当の井川推進委員さんお願いします。 

 

蒲江 1 区推進委員：この場所は 48 ㎡。ごく狭いんですけど上に神社があります。それで申請者は、やは

り農地法の意識がなかったんだろうと思います。それで今回始末書が添付されているんですけ

ども、悪意というものは全くなくて、周囲も山林ですからこのような状態になったと思ってい

ます。この始末書を見る限りによっては、何も問題はないと思っています。 

 

議  長：かなり前からこういう状態が続いているという中で、ちょうど左側が神社になります。この土

地については、今のところ問題なしとの意見がございましたので、この状態で皆さんの意見を

お伺いしたいなというふうに思います。4条の 6番について、どなたか意見等ございましたら。

ないようです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 10

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 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 15 ページをご覧ください。申請地は、佐伯市役所弥

生振興局から概ね 300ｍの区域内にある第 3 種農地の田です。建築条件付宅地分譲用地として

の用途による申請です。今年度から新設された制度によるもので、転用者は造成後一定期間申

請地を宅地分譲地として販売しますが、買い手が付かなかった場合は、転用者自身で住宅を建

築します。申請地では、2 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、排水は集落排水に放流します。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。 

 

議  長：それでは担当の出納推進委員さんお願いいたします。 

 



弥生 2区推進委員：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 1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）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 16 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種農地の畑です。一般住宅用地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、木造平屋建て、建築面積 121.31 ㎡の住宅を建築します。盛土等の造成工事は行

わず、現状のまま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、排水は合併浄化槽を設置します。許可基準は、運用通知第 2 の 1 の（1）のオの（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。 

 

議  長：それでは担当の大石推進委員さんお願いします。 

 

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 5 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）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 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。資材置場用地としての用途

による申請です。譲受人が行う工事で使用する砕石と砂をそれぞれ 4ｔ分置くためのスペース

として利用します。なお、申請地は令和元年 12 月頃、隣接する住宅の建築時に造成を行って

しまったため、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 2種農地の許可要件に該当します。 

 

議  長：それでは担当の林推進委員さんお願いします。 

 

佐伯 9区推進委員：この案件は、先程事務局の方から話がございましたとおりです。申請者が事前に勝手



に埋め立てをやった所でございます。先程、御案内のとおり始末書も出てございます。それと、

周辺住民に対しまして、いろいろ支障をきたすという恐れがございませんので問題ないと思い

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もございました。それでは5条の3番について、

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。

（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。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 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。譲受人の自宅には駐車スペースがなく家の前に路上駐車をしておりました。申請

地では、4 台分の駐車スペースを設けます。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。 

 

議  長：それでは担当の出納推進委員さんお願いいたします。 

 

弥生 2区推進委員：特に問題ありません。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に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

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 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。駐車場用地としての用途によ

る申請です。譲受人の子どもが帰省した際の駐車場として 6 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。 

 

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：別に問題はありません。譲受人の自宅が右側の白い建物がそうです。ですから心配な

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。それでは 5条の 5番について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。（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 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。佐伯市農業委員会として 3条の 6件については許可したいと思います。農地法第 4条

の 6件、農地法第 5条の 5件については付託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ます。農用地利用集積計画（案）について、農

林課が説明いたしますのでよろしくお願いいたします。 

 

農 林 課：農林課の泉です。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 36 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 1年

が 4筆で 3,879 ㎡、契約期間 3年が 2筆で 2,205 ㎡、契約期間 4年が 1筆で 895 ㎡、契約期間

5年が 21 筆で 26,496 ㎡、契約期間 6年が 1筆で 504 ㎡、契約期間 10 年が 3筆で 5,703 ㎡、契

約期間 20 年が 4 筆で 6,202 ㎡となっております。これらを合計すると 36 筆で 45,884 ㎡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）について農林課より説明がございました。この説明の中で、

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。ないですか。一つ教えてくだ

さい。○○○○○○○○、これ初めて出てきた名前なんですけども、これがレモンをする会社

と捉えて良いですね。分かりました。他にございませんか。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 林 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 3 月 16 日月曜日としております。書類の提出については農林課又は

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。説明お願いいたします。 

 

農 林 課：農林課の首藤です。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

5月 1日開始分 18 件になります。契約期間 5年の田、3筆、14,810 ㎡、畑 11 筆、面積が 5,846

㎡、契約期間 6年の田、1筆、面積 504 ㎡、契約期間 20 年の畑、3筆、面積が 4,972 ㎡、以上

合計 18 筆、面積が 26,132 ㎡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）について農林課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：今回は非農地証明願 3件が出されております。それではまず非農地証明願 1番の説明をさせて

いただきます。まず、申請地の現地調査は、昨年 12月 27 日に担当区の井川推進委員さんと事

務局 2名で実施しました。申請地は、佐伯市蒲江大字野々河内浦の坪地区の畑 8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、蒲江インターを下りて最

初の信号機を左折し、約 200ｍ先を右折して集落奥詰めの 5 筆一団と同地区の離れた場所で同

じく蒲江インターを下りて 2個目の信号を左折し、約 50ｍ先を更に左折して 200ｍ先の 3筆の

一団です。この申請者は、現在大分市に在住していますが、不耕作の状態が 25 年以上経過し

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しているとおり、画像から

見ても集落奥の 5筆は雑木が生い茂って森林の様相を呈している状況で、他の 3筆は原野化が

進み周囲から見ても農地に復元するには非常に厳しく困難な状況にあると思います。以上のこ

とから非農地証明書発行基準要領の第 2の 4に該当する農地と判断出来るかと思います。 

 

議  長：それでは担当の井川推進委員さんお願いいたします。 

 

蒲江 1区推進委員：これは全部まとめてですか。8筆。 

 

議  長：ほとんど同じ状態ですからまとめてでいいと思います。 

 

蒲江 3区推進委員：どう説明していいか分かりませんけど、数が多い中で、全筆所有者も蒲江にはいませ

んので、その家族も管理する人がいません。それで、いつからこうなったのか私も分かりませ

んけど、ほとんど山林の状態です。手を入れてない状態です。今は、私たちが夏の利用状況調

査の時には、その草が青々として全く見えないような状態だったのですが、12 月に見たら、見

えるんですけども中には入れません。それを見てみたら、この全て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。もう一回皆さん振り返ってく

ださい。先程神社の前の植林用地があったと思います。持ち主一緒なんですけどあれぐらいの

大木になっています。それぐらい放置された状態です。それではこれより非農地証明願 1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。非農

地証明願 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。続きまして非農地証明願 2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、2月 21 日に担当区の津

田推進委員さんと事務局 2名で実施しました。申請地は、佐伯市蒲江の森崎地区の畑 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、蒲江インターから

国道 388 号線を丸市尾方面に進み新越田尾トンネル手前 50ｍを左斜めに向かい約 30ｍ先の右

手です。申請地の位置は御手元の地図を御参照ください。本申請地は、約 40 年前から耕作放

棄をしたとのことです。現地の状況ですが、スクリーンに映し出しているとおり、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ことは困難と考えます。よ

って本申請地は、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。 

 

議  長：それでは担当の津田推進委員さんお願いいたします。 

 

蒲江 2 区推進委員：今事務局の人から説明があったように、ここも 40 年程こんな状態で荒れ地となって

おります。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。それではこれより非農地証明

願 2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。

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について事務局説明をお願いい

たします。 

 

事 務 局：続きまして非農地証明願 3番の説明をさせていただきます。申請地の現地調査は、2月 21 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、佐伯市の稲垣地区の畑 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、国道 217 号

線の上岡から稲垣橋を渡り稲垣集落の奥詰めです。申請地の位置は御手元の地図を御参照くだ

さい。申請地は約 50 年前から不耕作状態とのことです。現地の状況ですが、スクリーンに映

し出しているとおり、画像から見ても孟宗竹に覆われている状況が見て取れると思います。周

囲も山林に囲まれた状態で、農地として復元するには非常に困難な状態にあると思います。以

上のことから非農地証明書発行基準要領の第2の4に該当する農地と判断出来るかと思います。 

 



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：画像を見て分かるように竹林化してまして、農地に戻すのは困難かと思われますので、

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上がっています。それでは非農地証明願 3に

ついて、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。（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 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。これで非農地証明願 3件については、佐伯市農

業委員会は許可をしたいと思います。これにて全ての議案が終了しました。今までで何か質問

等ございますか。あればお受けしたいと思います。なければこれで議長を降壇させていただき

ます。マイクを副会長に渡します。 

 

17 番委員：皆さんお疲れさまでした。これをもちまして令和 2年第 3回佐伯市農業委員会総会を終わりま

す。お疲れさまでした。 

（15 時 12 分閉会） 

 


