
令和 2年第 2回佐伯市農業委員会議事録 

 

日  時： 令和 2年 2月 4日（火曜日） 14 時 00 分～16 時 4分 

場  所： 佐伯市役所 6 階 第 1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    6 番 黒岩 眞由美   8 番 田嶋 義生    9 番 高畠 千恵美 

10 番 御手洗 大悟  11 番 小野 隆壽   12 番 吉良 勝彦   13 番 工藤 雄一 

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

出席農地利用最適化推進委員：佐伯 1区 波戸崎 孝 佐伯 2区 清田 馨 佐伯 5区 清水 秀人 

佐伯 8区 小川 忠重 佐伯 10 区 疋田 定   上浦区 白田 一男     弥生 2区 出納 幸男  

弥生 3区 藤原 安政  宇目 1区 岡田 安代 直川 1区 曽根田 正弘  蒲江 2区 津田 幸喜 

蒲江 3区 松尾 孫重  

欠席委員： 7 番 夛田 寿志   

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 5 号議案 農地法第 3条の規定による許可申請について 

    第 6 号議案 農地法第 4条の規定による許可申請について 

第 7 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 

     ⑤非農地通知について 

 

 



事務局長：ただいまより令和 2年第 2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、7番の

夛田寿志委員でございます。農業委員 17 名中、本日の会議の出席は 16 名ですので、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 12 名の推進委員にも出席していただいております。次に先月の大分県

知事許可案件につきましては、1月 14 日付けをもって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

をよろしくお願いします。 

 

議  長：それでは本日の議事録署名人を指名したいと思います。14 番の谷川委員さん、15 番の塩月委

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の農地法案件の件数及び

面積総括について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。令和 2年 2月 4日開催の農地案件の件数及び面

積総括表です。農地法第 3 条、件数が 4 件、田が 3,803 ㎡、畑 1,909 ㎡、合計面積 5,712 ㎡。

農地法第 4条、件数が 3件、田が 2,443 ㎡、畑が 552 ㎡、合計面積が 2,995 ㎡。農地法第 5条、

件数が 7件、田が 996 ㎡、畑が 3,957 ㎡、合計面積が 4,953 ㎡。合計件数が 14 件、田が 7,242

㎡、畑が 6,418 ㎡、総合計が 13,660 ㎡。以上提案いたしますのでよろしくお願いします。 

 

議  長：それでは第 5号議案農地法第 3条の規定による許可申請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：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

住宅地図をご覧ください。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。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、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 24.06ａ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。 

 

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：この件について特に問題ありません。 

 

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 1番に



ついて意見等求めたいと思います。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：続いて 3条の 2について説明させていただきます。住宅地図の冊子 3、4、5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、自己所有農地及び借入地で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、野菜類、栗、柿を栽培する予定とのことです。取得後の耕作面積

は 40.68ａ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：それでは担当の池田推進委員さんは欠席してございますので意見書の読み上げをお願いいたし

ます。 

 

事 務 局：池田推進委員から意見書を預かっておりますので読み上げさせていただきます。耕作に使うと

されている農地は家庭菜園用で効率的ではないが、新たな大規模な機械を購入するのは無理な

ため、作業委託等についても譲受人は考慮すべきと考える。総合意見として、本人のやる気を

裏付けるように家の裏の農地等については、ユンボ等による作業の様子が伺え知れるが、大型

の農機具不足については不安が残るため、今後の農地の状況を注視していく必要があるという

ことです。 

 

議  長：あまり大きな農機具を持ってないような意見書が読み上げられましたけれども、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)ないようです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。（挙手多数）賛成多数ということで 3条の

2番を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 6、7、8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、

米や果樹の栽培をするとのことです。取得後の耕作面積は 70.09ａ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：それでは担当の疋田推進委員さんお願いします。 

 

佐伯 10 区推進委員：別に問題ありません。 



 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それでは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)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。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ジャガイモ、栗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どもの 3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 227.66ａ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：それでは担当推進委員さんが欠席しておりますので意見書の読み上げをお願いいたします。 

 

事 務 局：担当の山田推進委員からは特に問題ない旨の意見書が提出されております。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見書が上がってございます。それでは 3条の 4番

について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。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

まして第 6号議案の農地法第 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 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種農地の田です。農地造成用地

の用途による申請です。申請地には、河川が隣接しており、大雨時には浸水の恐れがあったこ

とから、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

河川や道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。造成後は畑として牧草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：担当推進委員さんは欠席しておりますので、意見書の読み上げを事務局お願いいたします。 

 

事 務 局：池田推進委員から意見書を預かっております。総合意見。農地造成そのものには問題ないが、

地権者とあまり話が出来ず、問い合わせ先は県である。申請に係る一切を県が準備し、申請者



本人の意思が見えてこないような現在の運用、取扱いについては課題があると思われる。事務

的な手続きはさて置き、申請者が一時転用の意味を十分理解して手続きを行う仕組みが必要と

いう意見をいただいております。若干付け加えます。この意見を事務局が受けて、早速土木事

務所、県の基盤部と打ち合わせをするという段取りはさせていただいております。 

 

議  長：それでは、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。はい。 

 

13 番委員：本人と確認が取れなかったというふうに聞こえたんですけども、そこの所はどうなんですか。 

 

議  長：事務局いいですか。 

 

事 務 局：お答えさせていただきます。本人の意思がというのが、勾配がどうなっているかとかそういっ

たことについて、なかなか意見書の中で法面は大丈夫かとかそういった所がありますので、本

人さんに聞く中で、なかなか勾配のこととかそういったことが、うまく説明が出来ないような

状態で、詳しいことは土木にというような話が中で出てきたみたいなんです。それで、うちの

方も申請の中には何対何の勾配でとかいう申請書も付けておったんですけれども、本人さん事

態がそういったことをきちんと理解したうえで申請をする仕組みを作ったら、作りなさいよと

いう意見だったと思います。本人がそもそもこの申請があるとか知らないというわけではない

んですけど、十分理解したうえでの仕組みづくりを考えた方がいいんじゃないですかという事

務局に対する意見でもあるのかなあと思っております。そういった意味合いの意見書だと思い

ます。 

 

13 番委員：最終的には理解したんですか。 

 

事 務 局：最終的には、4条で農地に戻すという申請ですよね、そこについては理解しているんですけど、

中の土が入って勾配がとかいう所については、お任せの部分があったという所の意見でありま

す。それをちょっと考えなさいという意見だったと思います。 

 

議  長：よろしいですか。他になければ取りまとめたいと思います。ないですか。ないようですので取

りまとめたいと思います。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、2 番ですが取下げがあり

ましたので、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種農地の田と畑です。農地造成用地としての用

途による申請です。申請地ではこれまで田として耕作を行っていましたが、所有していた農業

機械が壊れてしまったため、田としての耕作が困難になりました。造成後は畑としてタマネギ

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、道に対しては高さを合わせ、

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、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）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 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。一般住宅用地としての用途に

よる申請ですが、昭和 30 年頃から前所有者が許可を得ずに住宅を建築しました。現在も住宅

は建っており今回申請者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 2種

農地の許可要件に該当します。 

 

議  長：それでは担当の曽根田推進委員さんお願いいたします。 

 

直川 1区推進委員：特に問題はありません。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それではこれより 4条の 4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、これより 4条の 4番について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、第 7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 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 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。太陽光発電施設用地としての

用途による申請です。地権者は市外に在住していることや体調不良により耕作が困難な状態と

なっておりました。申請地では、480 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。 

 

議  長：それでは担当の藤原推進委員さんお願いいたします。 



 

弥生 3区推進委員：この土地も既に木がありまして畑の状態ではありません。そういうことで、特に周り

を見ましても他に耕地の集積とかそういう施設の集団化ということにも該当しませんので問

題ありません。 

 

議  長：特に問題なしとの意見が担当推進委員さんからも上がりました。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。はい。 

 

13 番委員：見た感じとしては、これは非農地証明願ではないんですけど、非農地みたいな感じで、農地の

転用ですか。 

 

議  長：2 種農地であって、これをこのままの状態で伐採して太陽光にしますよというだけの話なんで

す。 

 

13 番委員：これが農地になるんじゃったら他の所もなりそうな。非農地という所がね。 

 

議  長：ただこれは、目的がちゃんとしとって伐採して、それで太陽光を置ける状態を作りますよと、

だからこの状態で盛土も何もしませんよという話なんです。 

 

13 番委員：農地のままだったら税金とかいろいろあるじゃないですか。これが農地と認められるんだった

ら、他の非農地も全部農地になるじゃないかとなるんだけど。それだけです。 

 

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 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 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、現在従業員が 26 名おり、今後雇用数を増やす予定ですが、新たな駐

車スペースが不足しておりました。申請地では、従業員用、来客用の駐車スペースを 24 台分

設けます。申請地で 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。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、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2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 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 15 ページをご覧ください。申請地は、佐伯市役所上

浦振興局から概ね 300ｍの区域内にある第 3 種農地の畑です。太陽光発電施設用地としての用

途による申請です。申請地は、譲渡人が高齢であることから長らく不耕作の状態となっており

管理に苦慮しておりました。申請地では、256 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：それでは担当の白田推進委員さんお願いいたします。 

 

上浦区推進委員：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。それではこれより 5条の 3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。

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 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。太陽光発電施設用地としての

用途による申請です。申請地は、地権者の自宅から少し離れていることから高齢である地権者

は足を運ぶことにも苦慮しておりました。申請地では、144 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。 

 

議  長：それでは担当の松尾推進委員さんお願いいたします。 

 

蒲江 3区推進委員：別に問題はないんですけども、道路を挟んで右側が昨年度太陽光の許可認定を得まし

た。今度左側が申請です。 

 

議  長：前回同様太陽光の申請が出ておるという意見です。それでは 5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。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 17 ページをご覧ください。申請地は都市計画区域内、

第二種中高層住居専用地域の第3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。

大分県が行う道路改良工事に伴い工事業者の駐車場、工事で発生した土砂を一時的に置くため

に利用します。現状のまま利用するため周囲へ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 3種農地の許可要件に該当します。 

 

議  長：担当推進委員さんは欠席しておりますので、事務局意見書を読み上げてください。 

 

事 務 局：担当の山田推進委員から現状のまま使用ということなので特に問題ありませんという意見書を

いただいております。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見書が上がってございます。それでは 5条の 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。はい、どうぞ。 

 

15 番委員：スライドを見た時に、どう見ても畑には見えないんだけど。もう何か使っているんですか。 

 

議  長：事務局いいですか。説明しましょうか。ここは、元々池田のローソンの中山トンネル側にあっ

た所なんです。元々クラッシャーランを敷いていて、平らな状態にしたということが現況です。

今回公共事業ということで、もう駐車を何台かしてますけども、本来は始末書が出てもおかし

くないんですけれども、元に戻しますよということで、事業が終われば元に戻しますというこ

とで、現在の申請になっています。 

 

15 番委員：分かりました。 

 

議  長：他にございませんか。ないようですのでこれより 5条の 5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 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 12 ページをご覧ください。先程 4条の 4のあった所

です。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。

一般住宅用地としての用途による申請ですが、昭和 50 年ごろから隣接する宅地と一体で利用

しておりました。そのため今回譲受人からの始末書が添付されております。申請地では主に道

からの進入路、駐車スペースとして利用します。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しま

す。 

 

議  長：それでは担当の曽根田推進委員さんお願いいたします。 



 

直川 1区推進委員：これは奥にある○○さんとこの土地だったんですが、○○さんがそこに家を建てたた

めの所有権の移転であり、特に問題はありません。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それでは、5 条の 6 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。ないですか。ないようですので取りまとめたいと思います。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 18 ページをご覧ください。申請地は都市計画区域内、

第二種住居専用地域の第 3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 83.22 ㎡の住宅を建築します。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。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、第 3種農地の許可要件に該当

します。 

 

議  長：それでは担当の清田推進委員さんお願いいたします。 

 

佐伯 2区推進委員：特に問題はないと思われます。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それではこれより 5条の 7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 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。佐伯市農業委員会として 3条の 4件については許可したい

と思います。4 条の 3 件、5 条の 7 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。それでは休憩したいと思います。 

 

（休憩） 

 

議  長：再開いたしますので御着席ください。それでは、その他の議題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 53 件となっています。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



1 筆で 788 ㎡、契約期間 3年が 16 筆で 12,982 ㎡、契約期間 5年が 3筆で 1,797 ㎡、契約期間

10 年が 10 筆で 13,718 ㎡、契約期間 20 年が 23 筆で 14,146 ㎡、これらを合計すると 53 筆で

43,431 ㎡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：ただいま農林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

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。ないですか。

ないようですので取りまとめたいと思います。農用地利用集積計画（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。

続きまして利用権設定の推進についてよろしくお願いします。 

 

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はありますが、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 2 月 17 日月曜日としています。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：今回は 2月 17 日の締め切りになってございます。よろしくお願いいたします。はい。 

 

13 番委員：この契約期間というのは 1、3、5、10、20 と決定しているんじゃね。これ以外は駄目。 

 

農 林 課：集積の分でよろしいですか。1年、2年じゃないと駄目ということではないのですが、2年の方

もいらっしゃいますし、極端に言えば 6年という方もいらっしゃいますので、何年間でないと

駄目ということではなく、今回提出いただいた件が年数的にこの年数であるということで作成

しております。よろしいですか。 

 

議  長：これは受ける側と貸す側のもので、今度中間管理機構の分になると、5年、10 年が関係してく

る。他にございませんか。ないようですので、次に農用地利用配分計画（案）についてお願い

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

3月 1日開始分が 1件、4月 1日の開始分が 31 件になります。いずれも新規で契約期間 5年の

田、1筆、面積が 505 ㎡。契約期間 10 年の田、7筆、面積が 10,146 ㎡、同じく畑、1筆、面積

942 ㎡、契約期間 20 年の田、10 筆、面積 4,064 ㎡、同じく畑、13 筆、10,082 ㎡、以上合計 32

筆、面積が 25,739 ㎡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。どなたか意見等ございまし

たらお願いいたします。はい、どうぞ。 

 

佐伯 5区推進委員：このレモンをこんとおり作って出荷先は決まっているわけ。 

 

議  長：レモンの畑野浦の出口はあるのかという話なんですが。 

 

農 林 課：園芸振興係の方の担当になりますので、私はそこまで詳しいわけではありませんが。 

 

事 務 局：私昨年度まで園芸振興係でこの担当をしておりました。要は企業参入です。長野県の方から企

業が参入して、ドライフルーツを作るような会社です。そこが、日本産、国産のレモンが欲し

いということで、こちらに企業参入で入ってくるということで、利用権設定がかなりの量行わ

れるようになっているかと思います。ですので、出口は当然企業さん持っております。 

 

佐伯 5 区推進委員：女島にトマトが出来る時には、地元のトマト生産者が苦情があって地元には卸さん。

こんとおりレモンを作って地元のレモン農家を潰すんじゃないん。 

 

事 務 局：先程言ったように、基本的に加工する、ドライフルーツというのは昔の砂糖菓子みたいなもの

があったじゃないですか。今はもっと健康的な食品になっとって、コンビニとかでも売ってい

るんですけど、そういった加工の原料になるんですよ。併せて、うちとしてはマリンレモンと

いう佐伯の中のブランドがあるんですけども、非常に生産量が減っていて、どうせレモンを作

るんであれば、農協さんも今ロットが非常に少ない状況でありますので、生出荷も併せて出来

んかなという話はされていると思ってます。 

 

佐伯 5区推進委員：いらんことを言うのう。今度地元のレモン農家を潰すんも一緒やろ。これ全部加工に

回してくれて、生で地元に卸したら今のマリンレモンが潰れるわい。 

 

事 務 局：農協さんともですね、相談をさせてもらって進めているような話なんですよ。 

 

佐伯 5区推進委員：私ども生産者が心配しよる。農協は数を扱えば手数料が増えるけ良いんじゃろ。生産

者は潰れる。 

 

事 務 局：私が今ここで、その答えを言うべき立場じゃないと思いますので、御意見を農林課の方に繋げ

るということでよろしいですか。 

 

佐伯 5区推進委員：はい。 

 



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。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。それでは続きまして、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：農業委員会事務局の槙野です。よろしくお願いします。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。まず、申請地の現地調査は、1月 20 日に担当区の曽根田推進委員さんと事

務局2名で実施しました。申請地は、佐伯市直川大字仁田原の内水地区の畑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、国道 10 号線の内水橋を左折

し、少数集落の高台です。申請地の位置は御手元の地図を参照ください。この申請者は、現在

東京に在住していますが、不耕作の状態が 60 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、画像から見ても竹及び木々に覆われ生い茂

って森林の様相を呈している状況です。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：それでは担当の曽根田推進委員さんお願いいたします。 

 

直川 1区推進委員：先程事務局が言ったように、状況を見るととてもではないですが、農地には該当しな

いと思います。 

 

議  長：ただいま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。それでは非農地証明

願 1について、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。（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 2番について事務局説明をお願

いいたします。 

 

事 務 局：非農地証明願 2番の説明をさせていただきます。非農地の調査は、昨年 12 月 27 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、佐伯市蒲江の葛原地区の畑 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、蒲江北浦線を進

み東九州自動車道高架下を潜り抜け約 200ｍ先の右手です。申請地の位置は御手元の地図を参

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に該当する農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：この場所について、農地にこれを復元するというのは大変困難な地域的にも場所であ



りますので仕方ないかなと思っております。 

 

議  長：担当推進委員さんからも非農地については仕方ないかなという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。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。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：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、1月 20 日に担当区の岡

田推進委員さんと事務局 2名で実施しました。申請地は、佐伯市宇目の塩見園地区の畑 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、県道上爪横川線

の見明バス停から直川方面に約 300ｍ進んで左手ですが、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 35 年前から不耕作状態で、後継者もなく借り手もない状況と聞いて

います。現地の状況ですが、スクリーンに映し出しているとおり、画像から見ても雑木、雑草

に覆われ、今後ますます森林、原野化が進行する状況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：それでは担当の岡田推進委員さんお願いいたします。 

 

宇目 1区推進委員：田んぼとして使用するのはとても無理と思います。復元するのにも費用が莫大掛かっ

て、上は山林化しているので非農地としてお願いしたいと思います。 

 

議  長：担当推進委員さんからも非農地としてお願いしたいという意見がございました。それでは非農

地証明願 3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

もってお願いします。ないですか。ないようですので取りまとめたいと思います。非農地証明

願 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）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 4について事務局お願いします。 

 

事 務 局：最後に非農地証明願 4番の説明をさせていただきます。申請地の現地調査は、1月 29 日に山田

会長、谷川委員、担当区の波戸崎推進委員さんと事務局で実施しました。申請地は、佐伯市女

島地区の畑 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、

先般研修で行ったトマトハウスの河口側で番匠川堤防に隣接する農地です。申請地の位置は御

手元の地図を参照ください。この申請地は、約 40 年近く不耕作状態のままで、今後も耕作す

る見込みがないとのことです。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

から見ても雑木及び雑草に覆われ生い茂って森林の様相を呈している状況です。農地に復元す

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：この地域は、確かに 1種農地ではあるんですが、農地性があるのかないのかという観

点で見れば、耕作するような状況ではないというふうに思います。それで、非農地の申請を受

けた方がいいのかというふうに考えます。何かしらの、その後どうするのかというような意向

が伺えたらいいのかなということも感じました。 

 

議  長：非農地証明願 4について担当推進委員さんからも意見書が読み上げられました。はい、どうぞ。 

 

15 番委員：今後もし先程の話ではないですけど、人工的な造林をするとか、そういうあれを地主さんが持

った場合にですね、まず、一番に周りの地主さんですよね、そういう人たちとの重度な話し合

いを持って、前向きに考えて振興させていただきたいと思います。でないと、どこかで何かの

石垣を築いておかないと、このままやり取りやられたら多分周りは非常に迷惑すると思います。

で、やったもの勝ちのような、そういう農地の使い方をされると、僕らが協議すること自体意

味がないですよね。だから、ちょっとでいいですから石垣を作っていただいて、周りの地権者

と十分な協議の中で振興するように、何か一筆入れるような文言がいいんじゃないかとは、私

思いますけど、皆さんで御協議の程お願いします。 

 

17 番委員：私、この間運営委員会でもこの話を聞いたんですけど、私は基本的にはこの状態よりは、じゃ

ない方がと思うので、ずっと引いて考えると賛成です。ですけど、今塩月さんが言われたよう

に、周りの人が何にも知らんうちに農業委員会が非農地にしてしもうたとか言われると農業委

員会は何のためにあるかとか言われてですね、非常に悪いんじゃないかと思う。ですから本来

は農業委員会はこうならんような、状況を監視するため農地パトロールとかあるわけですが、

したんかせんのかという、その辺の問題にもなってきますので、周りの農業の牧草を作ってい

る人がいるとか、何か農業しよる人がおるというようなことですが、その人たちも含めて周り

の地権者にはこういうことでありますと、そして今度申請が上がった人には、何をするかぐら

いのことは言ってもらって、そのうえでＯＫを出していく。そうせんと、さっき言うとおりで

すよ、塩月さんの言うとおり。周りに迷惑を掛けるのが農業委員会というふうになられても困

りますので、そこ辺は、きちっとやったうえでＯＫを出していった方がいいんじゃないかと。

この状態を現場を見たら皆ああこれよりはこりゃいいぞというと思うんですが、歯止めをかけ

るためには私もそうしてほしいなと思います。 

 

事 務 局：今私も聞いた中で申請に来た申請者に対して、やっぱりそこらは言うことは全部言って、そこ

らを全部周知していって、周りに迷惑を掛けないということを根本に考えた中で進めていきた

いかと思っております。今後もそういう形で、今後は考えております。 

 

議  長：佐伯市農業委員会として、今塩月委員が言われるように、ガイドラインを引きなさいよという

ことなんですよ。だから、こういう状態の中では、もう非農地は駄目ですよＯＫですよという

やっぱり書面的な。4 ページにガイドライン的なことを書いているんですよ。ただ、これは具

体性がないので、もう少し具体性を持たした内容にして今後の佐伯市が発行する発行基準要領



にしていきたいなというふうに思います。それについては、また運営委員会等に諮ってこれで

いいか、悪いかとかいう中で、ある程度皆さんにお知らせ出来る状態まで持っていきたいと、

そして皆さんに報告したいというふうに思います。はい、松尾さん。 

 

蒲江 3区推進委員：ちょっとお聞きしたいんですけど、ここ第 1種農地ですよね。第 1種農地を非農地で

外した場合に、最終的に残ったら何になるんですか。非農地だから地目は。 

 

6 番委員：須留木のトンネルを抜けてすぐ湿地帯になります。去年の何月かに非農地になった地域があり

ます。その 2、3 か月後に宅地化にするとか何とかいう噂が立ちまして、これやばいと思って

農業委員会に言いましたら即それに対して対応していただきましたので、この素早さがあれば

いいんじゃないかなというのがあります。今、止まった状態です。 

 

事 務 局：その案件については、非常に私たちも、あそこも言ってみれば 1種といえば 1種の所だったん

ですけど、皆さん通ったらご存じだと思うんですけど一番端っこで圃場整備もしていないよう

な所で下から水が湧くような所です。ずっと木が生えとって、そこについては一筆をいただき

ました。で、その一筆がどれだけ拘束力があるかどうかというのは、最終的に言ったらわから

ないんですけど、とにかくあそこは水が溜まる所だから、かさ上げをしたらやっぱり地域から

問題になるということで、何かある時には、地元と必ず協議をすることという一筆をいただい

ています。ですから今回の場合についても、周りから許可を貰うと言い出したら農業委員会の

制度そのものが、絶対周りから許可を貰わんといけんのかということになると思うので、須留

木と同じように何か今と違うようなことにする時には、必ず協議をするといったような一筆を

いただくというような方向が、事務局としてはそういった御提案をしたらどうかなと今思って

います。 

 

13 番委員：質問の回答は。地目はどうなるか。 

 

事 務 局：非農地の後ということは、基本的にここは農業委員会が持っている農地台帳から外れます。農

地台帳から外れるけど、それはイコール法務局の地目が変わる訳でも何でもありません。本人

さんが法務局に行って、その変わった後に原野にするんか山林にするんか何にするんかだと思

います。そのためには、農業委員会の通常であれば転用許可や非農地通知、そういった物を持

って行かんと法務局は受け付けてくれません。 

 

13 番委員：非農地を出したら持って行けばいいん。 

 

事 務 局：法務局としたら、転用許可と同じようなものなんです。 

 

13 番委員：非農地証明願が出てますね。そのまま非農地で、そのまま放置するということになると、それ

は農業委員会としては何もせんやったというのと同じじゃないですか。で、何かするんだった

ら何か聞いとかないかんし、残されたのにいいですよと言うのと同じことになるんで、農地に

しとって、やっぱりああいう 1種の所は伐採してくれとか何かを指示せんと非農地にしてその



まま置いとかれるというのは非農地を荒れ地を良いですよと言うたのと同じことですよね。 

 

議  長：多分ですね、先程の塩月委員さんと似通った答えになるかと思うんですよ。佐伯市がこの非農

地証明願が出てきた時に、じぁこれをどうするんですかとか言うまでちゃんと具体例を挙げた

中での申請書で、こっちも答える中でちゃんと一筆までとかいうような状態まで持っていかな

いと今後はいけないんかなと。 

 

事 務 局：これも含めてという話で。この案件も含めて、やっぱり今皆さんの意見を聞いとったら、やっ

ぱり何等かのという御意見が多数ですので、当然そういった意見があったということを含めて

申請者には伝えるということで、それがきちんといただけた場合にということになるんじゃな

いですかね。 

 

13 番委員：これを今後とか言ったらここは出来ないですね。 

 

議  長：だからこれはまだ皆から挙手を貰ってませんので、いろんな意見を貰いながら判断していきた

いなというふうに思います。他にございませんか。 

 

17 番委員：今事務局から、許可を貰ったら、隣接の許可がどうのと言うんですけど、許可というより隣接

の人には知らせんと悪いと思うんで、その旨は伝えないけんと私は思います。許可を貰うとか

貰わんじゃなくてと思う。私の意見ですけどそう思います。 

 

事 務 局：申請者が、農業委員会が非農地を出す時点で、周りの人に今から農業委員会がこの物件の非農

地を出しますよとお伝えしなさいという意見でいいんですか。それとも、申請者があの物件を

何等かあたるという時にこういうふうにあたりたいんですけどという時のタイミングなんで

すかね。どちらのタイミングの事ですか。 

 

17 番委員：この許可するタイミングです。やっぱり周りの人からも賛成反対は別として、周りの人が何に

も知らん中で、農業委員会だけが許可してこうしたと。これ普通の農地なら良いですけど、1

種農地で何十年ずっと1種農地であたられんかった農地をこの状態なら悪いから違う考え方で

もいいんじゃないかというのが今回の考えでしょうから。ある程度隣接の人たちも、こういう

ことですよというのは知らせんと悪いんじゃないかなと思います。 

 

議  長：隣接の地権者から許可の必要はないと思う。ちゃんと承認してもらう、そっちの方ですよ。そ

したら地権者の隣の人がそういう状態を知る。事情を知るということになると思うんですよ。

だからそれは、我々が、証明願が出た時にそういう状態を作ればいい。いいですか。はい。 

 

佐伯 1 区推進委員：橘さんが腑に落ちてないような。多分、僕ずっと女島回っているじゃないですか。1

種農地だから、このまましなきゃいけないと思って農業をされている方、地権者の方、多分す

ごくいるんですよ。農地のまま残さなきゃいけないと思いながら、どんどん高齢化していって

いる方たちが、じゃあこの土地どうすればいいのかなと思っている方たちが沢山いると思うん



ですよね。あの森林化した農地を非農地にすると。で、非農地の後に何をするかというのは、

許可とか云々じゃなくて、女島の土地改良区の皆さんで、非農地にした人がこれからどうする

んよなぁていう協議ですよね。それをして周りの地権者の方たちもそれなら良いんじゃないの

かなみたいな方向に持っていって非農地化が出来たらいいのかなというふうに僕は思うんで

すけど。 

 

議  長：農業委員会の仕事大変やな。すごくボリュームが増えてくると思う。本当そういう状態を、こ

ういう状態で作るんで、非農地にするんで、土地改良区にはちゃんと相談してくださいねで留

めておかないと、その中に入って内容までというような状態まですると、農業委員会のボリュ

ームってすごく大きくなる。だからちゃんと皆さんの承諾を得るような状態まで持っていって

くださいね、指導しかないと思う。いいですかね。他にございませんか。なければ、ある程度

のことで指針が出たと思うんですけど、佐伯市農業委員会として、こういう状態で許可出来る

ような状態については、先程言ったように隣接する地権者には、ちゃんとお知らせするんです

よが一つ、それからその中で、ちゃんと全ての地域の人たちにちゃんと説明出来るように指導

していきなさいねというのが農業委員会の役目です。それと後は、この申請書が上がってきた

時にその土地を今後どういうふうにするのかという文言まで書いとってもらうような状態。あ

とそれに対して農業委員会としては、この当該農地が、農地化されることによって一団の農地

を改植することなく、農地の集積に支障のきたす恐れがないと判断した時に、非農地判断をす

ることが出来るというを織り込んでたらいいんじゃないですかね。今後は。ただ今回の事につ

いては、これが出来てないので、それは事務局どういうふうな状態に持っていきますか。 

 

事 務 局：話が我々事務局として、何となく漠然とやらんといけんことというのは、隣接者に協議をする

であるとか、その後どうするんですかとかいう言葉だと思うんですけど、ただ、具体的に実務

としてどこまでどうするかという所ですよね。実際の所、今許可の条件として、須留木の時に

は、この農地について、何か変更が、あたる時については絶対に地元と協議をしてくださいと

いうのを一筆書いてもらって申請書に、一緒に申請してもらいました。ですから、今回のにつ

いても、当然そういった条件を付けて、この申請とさせてもらうというようなことで、この案

件については、皆さんの了解がどうなんかという所が、今我々としたらどのタイミングなのか、

それとももう一回後なのかどうなのか、会議の後なのかどうなのかという所がちょっと今はっ

きり私たちが分かってない所だと思います。 

 

13 番委員：今の状況を変更する時はという一筆だったら、今の状況を変更するというのは森林化した状態

から変更するということになるんですね。今の森林状態のままで認めるというのはちょっと、

どうも納得いかないんですよ。そして、森林状態を認めたということになるんですね。だから

森林状態は解消するという事じゃないと、そういうあれがないと、森林状態のままで非農地に

したら、もう農業委員会はその後は何も出来ないでしょ。そしたら森林状態のままを変更する。

森林状態のままを変更するのはいいことなのに。今の言い方じゃちょっと。 

 

事 務 局：非農地証明というは、先程取扱要領があったと思いますけど、森林のようになってないと非農

地証明は出されないものなんですよね。ですから、非農地証明が出るためには、森林の様相に



なっとかんと絶対出せないですよね。ですから、それを解消するからというのは、非農地証明

というのはその状態を証明するものであって、その後変更するためのものじゃない証明なんで

すよね。 

 

13 番委員：だから、あのままの状態で非農地証明を出してたら、もう農業委員会は権限は及ばない。そう

するとあの森林状態を認めたということになる農業委員会は。何も出来んごとなる。 

 

議  長：あのね、非農地というのは。 

 

13 番委員：今の農地のままだったら、これ迷惑するから何とか伐採でもしてくださいとか何とかお願いは

出来るんだけど、あの状態で非農地証明を出してしまうと、その件について農業委員会は一切

言えなくなるんですね。 

 

議  長：言えなくなります。そうです。 

 

13 番委員：そしたら、あの状態を認めたんかということになる。 

 

6 番委員：だから申請する時に一筆貰っとけよって。 

 

13 番委員：だけど、変更してもらわないけん、本当は。変更する時にはとか言ったら、あのままほたっと

ったら何もせんでいいん。 

 

6 番委員：だって今までほたっとたけ非農地になっとる。 

 

13 番委員：だから農業委員会としては、そんなのを認めて、後は好きなようにしてくださいよ。 

 

事 務 局：そういう時になった時はですね、農地としても悪いけど税金にしてもなんにしても猶予とかい

ろいろある。そんな中で今それも何もしないということになれば、悪いけど農地も外した状態

にいけば、そちらにしてもそういう負担は来るけど、それはその人の責任になるかと思います。

その中で、農地に復元しても出来るかどうかと言ったら出来ないという状態になればそういう

判断をした中で、後どういうふうにやるかという所の中に、何をしたいのかという時があった

ら、うちもこの間の木立みたいな感じで、そういう形で今後どう、人に迷惑を掛けないようし

てくださいねということは言えるかと思います。だけど、もう農地としてそのまま残す状態が

今現状本当にいいのかどうかという所をうちとしては判断をする中で、もうそこを非農地化し

ている状態を農地から外してしまうということで、うちは判断したいと思う。 

 

宇目 1区推進委員：そしたらあれが非農地の許可が出て、個人であれを切って山林化にする時は何も関係

ないという事でしょ。山には出来るんでしょ。 

 

事 務 局：だから私が言ったのは、今の状態、一番恐れているのは農業委員会が非農地を出したばっかり



に、今言う杉を植えたとか、高いビルを建てたとかいうことがあるから、だから今の現状じゃ

なくて何かあたる時については必ず協議をしてくださいねというような意味合いで、というよ

うなことを言っているつもりです。今を変えれというのは、本来農地である時に言わんといけ

んことやったと思うんですよね。 

 

議  長：いいですかね。あのね、この非農地証明願が出たら、農業委員会としてまず動かないかんのは、

現地を必ず調査しなさいよ、判断が必要な土地を整理してくださいよと、で、あとは農地に該

当するか否かの判断をしてくださいねというのが農業委員会の職務です。あとこれはＯＫか否

か。該当しない場合は、ちゃんと農地に再利用出来るような状態に持っていってください。非

農地に該当するんであれば、非農地証明書を発行する。それしかないんですよ。ただ、先程皆

さんから意見が出てきた一番ネックになるのが、隣接する地権者が知らんかったじゃ困るから

ちゃんとそれについては協議して、次に移る時には協議してくださいねというような一筆を貰

いましょうということなんですよ。だから、その後の事、何をするんですかかにをするんです

かと言ったら私はもうようしきりませんなぁ。 

 

事 務 局：本当のことを言ったらですね、何となくぼんやりとは見えてます。ただ、このままこれですと

いった時に、恐れているのが 4条との整合性なんですよ。それは 4条申請じゃないかという考

えが、ただ、国にも質問の中で、非農地証明を出したら、その同じ土地でも、前転用許可は出

さんかった 1種農地で。でも非農地だったら同じような答えになるんじゃないかと質問してい

る人がいるんです。だけど、転用というのはあくまで人為的に杉を植えるとか建物を建てると

かそういったものが転用 4条であって、非農地というのは、竹林であるとか雑木であるとか自

然に、放置していたやつを自然というかは別なんですけど、人為的でなくて変わっていくのが

非農地証明というやつなんですよね。ですから、先程、この後何をするんかとはっきり出た時

に、それは非農地じゃなくて限りなく 4条じゃないかと思ってるんですよ。だから、そこの次

が何かという所は、なかなか踏み込めない所なんですよ。でも、現実として、ご覧になったと

おりに自然林が発生しているのは紛れもないような状態だから、そういった形の御提案をさせ

てもらっている状態です。 

 

議  長：こんがらがらないでくださいね。4 条で一時転用でするとか言ったらまたこんがらがるんで、

もう非農地証明願で出ているんであれば、非農地証明願について、議論した方がこんがらがら

ないと思います。この先のこれを農地に復元するとか 4 条申請でね。そんなことしよったら、

わけわからんごとなると思う。本当、今の佐伯市の非農地証明願について、こういうもんだと

いうのをちゃんと確立出来てすれば、今度は 3 条、4 条、5 条についてももっと皆さん詳しく

なるというふうに思います。ただ、皆さんが心配しているのは今後のことだと思うので、それ

については一筆貰うという状態を作っていきたい。 

 

事 務 局：それとですね、今後、利用状況調査何かをして、そういう所には非農地通知という形で取り組

んでいこうと思う中の、それもやっぱりある程度、地権者のこちらは反対にそういう方にして

もいいですかということを投げかけていく中でお願いしますという形をとった時も、周り方の

意見なんかをちょっと求めるとかならないと思いますので、そこの土地を今どういう状態にな



っているかです。それをそういう判断していくかという、外していくかという所をやっぱりあ

る程度農業委員会としては、議論していきたい所かと思っております。 

 

議  長：これ非農地証明願、槙野さん、それについて今後の用途とかいうのは記載はあるんですか。願

いに。 

 

事 務 局：それは非農地証明を出す前提としては特にありません。 

 

事 務 局：ある人からの話の中では、もしそれが出来なかったら、もしなった時にソーラーをもしかした

らやろうかということはちょっと少し聞いた話があります。 

 

議  長：今の段階でそこまで考えよったら、これはソーラーをするんじゃ駄目やというような状態は農

業委員会は判断する必要はない。農地性があるかないか。そしたらこれは隣接する所に迷惑を

掛けない状態であるかどうかということの判断だけなんです。ただ、皆さんが心配しているの

は、ここの土地改良区について、今後どういうふうな状態をちゃんと協議してもらえるという

状態というのを書いてもらえればいいんじゃないかなというふうに思いますが。農業委員会と

しては、こういうやつがまた後々出てくるかと思います。事象が。その時にちゃんとそういう

協議をちゃんと持ちなさいねというようなやつを一筆書いて承諾書を貰わないかん。ちゃんと

受付の時に貰います。それこそ須留木の時にも貰いました。ちゃんと手続き、法に則って申請

に来た中では、それはこっちはそれを却下することは出来ませんから、手続法に則った中でや

るんであればちゃんと出します。それでは、採決しようやという意見が出ましたので、これか

ら取りまとめたいと思います。非農地証明願 4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。あとですね、非農地通知に

ついてということで、事務局から説明がございます。これについては、十分皆さん頭の中に叩

き込んでほしいなというふうに思います。 

 

事 務 局：非農地通知についてという議案を初めて提示しております。議案に入る前に、資料としてカラ

ー版で農地法の運用についてということで、御手元にあると思いますので、この内容からまず

説明させていただきます。これは、平成 26 年 4 月 1 日に施行されました。それが毎年 8 月か

ら農業委員会が実施している農地法に基づく農地利用状況調査の結果により農地に該当する

か否かを判断するもので、まずこのペーパーの①現地調査、農地法に基づく利用状況調査とい

うことで、農業委員会で実施しております。②として判断が必要な土地を整理。農地に該当す

るか否かの判断を必要とする土地のリストを作成。③の段階では、農地に該当するか否かを判

断する。農地法の運用について第 4（3）の基準に従って判断を行います。その基準というのが

下の括弧の中で、農地に該当するか否かの基準と。農地として利用するには一定水準以上の物

理的条件整備が必要な土地で、農地利用を図るための条件整備、基盤整備等ですけど、計画さ

れていない土地について、次のいずれかに該当するものは、農地に該当しないと。アとしまし

て、その土地が森林の様相を呈しているなど、農地に復元するための物理的な条件整備が著し

く困難の場合、イとしまして、ア以外の場合であってその土地の周囲の状況から見てその土地

を農地として復元しても継続して利用することが出来ないと見込まれる場合となっておりま



す。それから、④のステップにいって通知ということになりますけど、下の緑の方ですけど、

農地に該当する旨判断した場合、今現在やっておりますけど、利用意向調査を実施して、現在

取りまとめ集約中であります。上のピンクの分ですけど、農地に該当しない旨判断した場合は、

農地台帳の整理ということで非農地を通知し、農地台帳の整理をするようにということで、農

地に該当しない旨の判断、通知を国は積極的に進めるよう運用通知を発しております。よって

農業委員会事務局では山間の明らかに山林化した段々畑を中心に実施していきたいと考えて

おります。この通知書を発行するにあたり、以前は農業委員会の議決により判断し、農地に該

当しない旨判断した場合非農地通知書を所有者に、非農地通知一覧表を市町村、都道府県、法

務局に通知するとなっていましたが、平成 31 年 3月 29 日農地法の運用改正により、農業委員

会の議決によりが削除されました。現在は、農業委員会の議決不要となっていますが、本市で

は農業委員会会長名で通知することから任意ではありますけど農業委員会の議決を得たうえ

で実施したいと思います。それでは引き続き議案の方に入っていきたいと思います。御手元の

議案書及び図面をご覧ください。非農地通知一覧表は膨大なデータのため、事務局控えとさせ

ていただきます。今回は、190 人の所有者、1078 筆に対し通知するものです。大入島地区全体

の赤判定農地は 759 件 3352 筆となっておりますが、今回は所有者が住民票で確認できる農地

1078 筆に非農地通知を発することに承認をいただきたく提案します。1筆ごとに写真を添付す

ることが困難なため、大字ごとに代表的な場所を写真撮影していますのでスクリーンで紹介し

ます。ここが石間地区です。石間地区の消防機庫の背後の山ですけど、これは昔段々畑のミカ

ン畑だったと聞いております。これも石間地区です。その山肌、雑木が茂っている状況なんで

すけど、昔は段々畑でございます。これが荒網代地区です。荒網代地区でここ辺り家の背後地

なんですけど、段々畑の姿は無くて雑木の林になっている状況です。これが高松地区です。高

松地区も急傾斜の上なんですけど、やっぱりこれも畑がこんなような状況になっております。

地区の人からも情報が入りました。これが片神地区で、正面に見えているここも地目は畑です。

ここらも地目は畑です。これが久保浦地区で、この辺り家の裏山というかこれが地目畑の状態

です。これが日向泊地区。ここで今、大入島国土調査が入っているんですけど、国土調査の業

者さんとたまたま会いまして、今調査中でということで、以前私も用地管理課の方に居りまし

たので、業者さんを知っていて話をしたんですけど、やっぱり段々畑の石垣が積んでおると、

ここで会いました、国土調査している人と。石垣が残っていればいいんですけど、石垣がくえ

た状態の所もあるというような状況です。ここは、高松ですね。ここも高松です。ハウスがあ

ったんですけど、これもミカンが植わっておりました。それの裏側これも畑です。これが片神

です。片神のトンネルの上が畑になっているんですよ。これも片神になります。これも片神で

す。これが久保浦ですね。家の裏、そしてこれが家の奥に入った所なんですけど、これも後ろ

の方、ここら、ここら、畑です。これが守後です。この家の裏辺り、平坦な所は作っているん

ですけど、山の部分というか段々畑の部分は作っていないのが現状です。そして、全く山林化

しているというような感じで見取られます。この家の裏も畑です。そういった状況です。以上

紹介いたしましたけど、現状を見れば判断の参考になるかと思いますので、審議の方どうぞよ

ろしくお願いします。 

 

議  長：皆さん分かりましたかね。離島については、昔はミカンをずっと植えとったんだけれども、今

もう本当こういう雑木林になっています。うちの家内の親父さんの郷がここですから、大入島



知らんことございません。全部知っています。今ですね、事務局から説明があったんですけど

も、事務局側から農業委員会から連絡が取れる人について今ここに書いています。1078 筆、こ

の筆数をとにかく非農地にしますよ。いいですか。非農地にします。で、これについて異議が

ある人は今月の末日までに農業委員会に連絡してください。いいですか。で、これは先程事務

局から連絡があったように法務局の土地台帳を変えるんじゃなくて、農業委員会の農地台帳の

中身をそこから外しますよ、いいですか。そういう事なんです。返事が何もなかった場合は、

全部非農地にします。それから、今度は連絡が取れなかった人について少しずつ大入島も進め

ていきます。大島もしかり、深島もしかり、屋形島もしかり。屋形島何かでも、この前槙野さ

んが行ってくれましたけど、船着き場の右側、あのキャンプ場の所というのは何もとにかく農

地性が全くありません。マイナス側に働いています。そういう所も全て今後やっていきたい。

それで分母から全て外していきたい。そうすると、皆さんの利用状況調査の中身も少し減って

くるのかなというふうに思います。進め方は良いですか。異議ありませんか。（異議なしの声

あり）全員賛成ということでよろしいですね。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：これをもちまして令和2年第2回佐伯市農業委員会総会を終了いたします。お疲れさまでした。 

 

（16 時 4 分閉会） 


