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総会議事録（第３回） 

 

１ 開催日時 令和２年６月２５日（木）１４時～ 

２ 開催場所 大会議室 

３ 出席委員（３５名） 

○農業委員（１７名） 

会  長    １１番 田添 利弘 

１番 佐古 和博  ２番 浅井 和巳  ３番 山口 明美  ４番 渡邉 隆弘 

５番  田川 康浩  ６番 山口 光則  7番 江﨑 修一  ８番 吉﨑 邦幸 

９番 朝長 洋子 １０番 松下 善光 １２番 髙見 健  １３番 久保 一誠 

１５番 寺坂 哲郎 １６番 川本 康代 １８番 山口 和夫 １９番 岩﨑 真吉 

  

○農地利用最適化推進委員（１８名） 

１番 城山 正巳  ２番 平山 清孝  ３番 小川 國治  ４番 大久保勝範 

５番 渡邉 重徳  ６番 大島 弘美  ７番 野添 幸重  8番 一瀬 晃 

９番 福田 末弘 １１番 山上  傳 １２番 井本 忠之 １３番 上野祐太郎 

１４番 森  良広 １５番 野田 善則 １６番 鳥越 優  １７番 伏原 稔 

１８番 山道喜久美 １９番 畠田 義博 

 

４ 欠席委員 

 ○農業委員（１名）        １７番 山田 武人  

○農地利用最適化推進委員（１名） １０番 川副 博司 

 

５ 議  題 報告第１号  農地法第１８条第６項（合意解約）の規定による通知報告の件 

       報告第２号  農地中間管理事業による農用地利用配分計画の合意解約の件 

第１号議案  農地法第３条の規定による許可申請の件 

第２号議案  農地法第４条の規定による許可申請の件 

第３号議案  農地法第５条の規定による許可申請の件 

第４号議案  農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請の件 

第５号議案  非農地通知申出書による非農地通知の件 

第６号議案  農業経営基盤強化促進事業による所有権移転の件 

第７号議案  農業経営基盤強化促進事業による利用権設定の件 

第８号議案  農地中間管理事業による農用地利用集積計画作成の件 

第９号議案  農地中間管理事業による農用地利用配分計画作成の件 

報告第３号  納税猶予継続届の際の「引き続き農業経営を行っている旨の 

証明」について 

 

６ 事 務 局 局長 平地 俊夫 



 

2 
 

課長補佐 西浦 公治 

職員 川原 進太郎 中野 孝亮 梶原 良太 

   

１ 開会 

○事務局長 

ただいまから「令和２年度第３回農業委員会定例総会」を開会いたします。 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 議事録署名人指名 

○会長 

それでは、総会の定足数について、事務局より報告をお願いします。 

 

○事務局長 

本日の出席委員は、定足数に達しております。 

１７番 農業委員、１０番推進委員から、欠席の届出があっております。 

 

○会長 

次に、本日の議事録署名人を、４番農業委員、１６番農業委員にお願いします。 

それでは、お手元の議案書を基に、議案の審議に入ります。 

 

４ 議事 

 

○議長 

１ページ、報告第１号「農地法第１８条第６項（合意解約）の規定による通知報告の件」

を議題とします。 

事務局から報告をお願いします。 

 

○事務局 

報告第１号、１番鈴田 小川内町の農地、地目 畑、合計面積２，６５６㎡です。賃貸人

及び賃借人は記載のとおりで、解約理由は、双方による合意解約です。この案件は、次の報

告第２号、１番鈴田と関連があります。 

 

２番鈴田 小川内町の農地、地目 畑、合計面積３，５３６㎡です。賃貸人及び賃借人は

記載のとおりで、解約理由は、双方による合意解約です。この案件も、次の報告第２号、１

番鈴田と関連があります。 

 

３番松原 武留路町の農地、地目 田、合計面積８１９㎡です。使用貸人及び使用借人は

記載のとおりで、解約理由は、双方による合意解約です。この案件は、第６号議案、２番松
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原と関連があります。 

 

○議長 

ただ今の報告に、ご意見等ありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

それでは次に、2ページ、報告第 2号「農地中間管理事業による農用地利用配分計画の合

意解約の件」を議題とします。事務局から報告をお願いします。 

 

○事務局 

報告第 2号、1番鈴田 小川内町の農地、地目 畑、合計面積６，１９２㎡です。賃貸人

及び賃借人は記載のとおりで、解約理由は、双方による合意解約です。先に説明した報告第

１号、１番鈴田、２番鈴田と同一の場所であります。 

 

次に２番鈴田 小川内町の農地、地目 畑、合計面積１，６１９㎡です。 

賃貸人及び賃借人は記載のとおりで、解約理由は、双方による合意解約です。 

 

○議長 

ただ今の報告に、ご意見等ありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

〇議長 

それでは次に、３ページ、第 1号議案「農地法第 3条の規定による許可申請の件」を議題

とします。1番鈴田、事務局から報告をお願いします。 

 

○事務局 

 報告の前にまず参考資料をご覧ください。３条申請については、資料に記載の許可基準に

基づいて許可をすることとなります。ご承知おきください。それでは報告します。 

第1号議案「農地法第3条の規定による許可申請の件」1番鈴田、岩松町の農地、地目 畑、

合計面積１，７６５㎡、譲渡人及び譲受人は記載のとおりです。 

本件は、譲受人が大村市に移住し農業を続けるため取得するものであります。 

また、誓約書によると、野菜を栽培する計画で、反当り５０ｋｇの収穫見込みとなってい

ます。なお、佐世保市農業委員会発行の農業経営証明書を添付されており、耕作面積は田４，

３９６㎡、畑２，９０８㎡、併せて佐世保市の合計耕作面積７，３０４㎡、本件取得面積と

併せた合計面積は９，０６９㎡と下限面積の要件は満たしております。 
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○議長 

それでは、1番について、鈴田地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 ここは、農振農用地ではないです。ここは書類上は確かにできていますが、実情として佐々

町から来て畑を耕すのかというところに疑問が残るところです。これは、皆さんに写真を見

てもらって判断してもらうしかないんじゃないかと思いましたので皆さんのご審議をよろし

くお願いします。 

 

○議長 

1番鈴田について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

○委員 

 質問ですけど、これは農地としてきちっと管理されているのでしょうか。それと佐々町か

らお見えになるということですけども、通ってですか。 

 

○委員 

 佐々町から移住するとのことです。ただ、移住するということは、佐々町の方ができなく

なるということです。ここは、現状、家庭菜園みたいな感じで大きいトラクターが入るよう

なところでもないです。 

 

○事務局 

 事務局の見解を申し上げます。まず、佐々町ということで距離が遠いのではないかと仰ら

れているのではないかと思いますけども、先ほどの説明にありますように、本人としては大

村に移住をして、まあ、この移住の時期がいつになるかわかりませんけども、佐々町から来

て営農するというのも距離的な縛りというのはございませんので、事務局としては書類上は

何ら問題は無いと考えております。 

 

○委員 

 今言われたように移住の時期が今のところ正確に把握していないとのことですよね。３条

の禁止項目の中に、定年後にやるから土地を取得するという事はダメだとありました。いつ

移住するかわからないという点は、禁止事項に該当しているのではないですか。そういうの

をどうかなと思っております。 

 

○事務局 

 私がご説明の本質として申し上げたいのは、距離は関係ないということを申し上げたいと

いうことです。佐々町から来て営農するのも問題はないということでございます。 

 

○委員 
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 時期的なことについては、問題ないということですか。 

 

○事務局 

 そういう事になると思います。 

 

○議長 

 法律とは、年々変わっておりますので、事務局が言われたように最近の規定では、農地の

取得については距離的なことは関係ないとなっているようでございます。 

 

○委員 

 申請では３条ですが、実際は、現状は、家を建てるしかないようなところなんですよ。 

 

○事務局 

 しかし、申請では実際にご自身が営農をすると書いてありますし、私が電話でもご自身で

営農をされるんですかと聞きましたら、ご自身で営農されるということを言われました。  

 

○委員 

 息子は、どこにおられるんですか。また、３年３作は、確実に実行してもらえるんですか

ね。 

 

○事務局 

 息子さんは、松原と西大村にお二人おられます。また、３年３作は、実行してもらいます。 

 

○委員 

 大村で耕作地はゼロで揚げてあると思うんですけども、前の佐々町の耕作面積を書いてあ

るものはなかったのですか。佐々町で法人のような形でもされていると聞いたのです。佐々

町では、７３００㎡を耕作されていると説明があったのですが、それをこの議案書に載せて

いただくことはできなかったのでしょうか。 

 

○事務局 

 システム上は、これだけしか表示ができないということでございます。 

 

○委員 

 今後は、できるだけそういう情報は載せてもらった方がいいんじゃないでしょうか。そう

いう情報もなしに現場を見に行っても困ると思いますし。だからできるだけ載せられる参考

情報は載せてもらったほうがいいと思います。 

 

○議長 

 一応、今委員が言われたように、今後こういう市外からの３条申請するという案件も多々
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あるとおもいますから、参考資料として添付をすることをしてもらいたいと思います。 

ほかに、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、1番鈴田は許可することとします。 

続いて、2番鈴田、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

２番鈴田、陰平町の農地、地目 田、面積１，４７６㎡、賃貸人及び賃借人は記載のとお 

りです。本件は、賃借人が利用者の機能訓練及び就労支援として、農業に従事させるため取

得するものであります。また、誓約書によると、果樹を栽培する計画で、反当り４００ｋｇ

の収穫見込みとなっています。なお、本件の賃借人は、農地法第３条第２項及び農地法施行

令第２条に基づく農地の権利移動の不許可の例外に該当するものであります。 

 

○議長 

それでは、２番について、鈴田地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 この場所は、川がすぐそばにあって結構湿地で、３年作るのを止めておられた場所です。

畑にすることで使ってもらうのはいいことなんですけども、土地の４分の１くらい既に土を

入れて地盤が上げてあるんですよ。申請書の許可前にそういう事をしていいのかというのが

問題としてあると思います。私が発見した時からそのまま土を入れてあるままです。申請書

を出したらもうそういう事をしていいのかということが問題と思います。ご審議よろしくお

願いします。 

 

○議長 

２番鈴田について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

○事務局 

 ○○委員から連絡がありまして、事業主に連絡をしてストップをかけたということです。

また、先ほど申し上げた通り書類的には問題ないと考えております。 

 

○委員 

 実際、現況復旧させてからの許可というのが筋ではないですか。 

 

○委員 

 通常、嵩上げをする場合は、所有者の溝道さんが農地改良届を出して嵩上げをするべきだ
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と思うんですけど、農地改良届はで出ているんですか。 

 

○事務局 

 農地改良届はでていないという状況です。 

 

○委員 

 改良届がないと、どういう計画かわからないというのもありますし、農地だから勝手に嵩

上げされるということにもなってきます。そのあたりはある程度線引きをしないと、過去に

も何件かありますし、そういう事をきちんとした方がいいと思います。 

 

○委員 

 許可が出る前ですよね。話にならないですよね。 

 

○委員 

 ○○は、福重にも農地を借りてされているんですけど、この○○が福祉事業としてされて

いる対象地の広さがわかればなあと思います。次から次に新しく事業地をされています。な

んとなく気になる点ではあります。 

 

○事務局 

 福祉事業の広さについては、数値は今持ち合わせていません。 

  

○議長 

改良届については、許可を得るのではなくて、こういうふうにしますという届出ではなか

ったかなと思います。特に、私も現場を見てないのですが、普通、狭地直し等で改良届が出

される場合が普通ではないかなと思います。まあ、私もどのくらいの現況であるのかを実際

見てないのでわからないところではありますが。 

 

○委員 

 事務局の方で、申請の際に、事前着工はしないでくださいと一言、言ってもらえれば全然

違うと思うんですよね。受け手の方に事前にそういうふうに言ってもらえれば、こういう案

件は減るんじゃないかと思います。 

 

○事務局 

 受付の段階で、担当の方で確認をするようにしたいと思います。 

 

○委員 

 これは、地目は水田ですよね。畑に変えるということで、当然、農地改良届が必要になる

と思います。これで農地改良届も出さなかったら、農業委員会の意味もなくなるんじゃなか

ろうかと思います。狭地直し等もあると思いますが、畑作をするために、ここの沼地みたい
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になっている土地を変えることは、非常に大きなことで非常に時間もかかることだと思いま

す。軽微な変更ではないと思いますがいかがでしょうか。 

 

○委員 

 私としては、申請を取下げをしていただいて、○○さんの方から改良届を出していただい

て、その上で申請を出していただくというのがいいんじゃないかと思います。 

 

○委員 

 三浦の方で、農地を嵩上げする農地改良の届出が２年前くらいにあがっています。それで、

先日、境界の立ち合いをするということで、立ち合いに行きました。両者の話し合いで立ち

合いは終わりました。田については、農地改良届を出すことが必要だと思います。 

 

○事務局 

 農業会議の方に相談して、どのようにしたらよいかを確認して、処理したいと思います。 

 

○議長 

 そういうことで、保留ということでよろしいですか。 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、２番鈴田は保留することとします。 

続いて、３番大村、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

３番大村、荒平町の農地、地目 畑、面積３，６１２㎡、贈与者及び受贈者は記載のとお 

りです。本件は、贈与者が高齢のために後継者に贈与するものであります。また、誓約書に

よると、野菜を栽培する計画で、反当り１００ｋｇの収穫見込みとなっています。なお、贈

与者はほかに３，１３２㎡の農地を有しており、本件で取得する同一世帯の受贈者の３，６

０１㎡と併せて合計面積６，７４４㎡と下限面積の要件は満たしております。 

 

○議長 

それでは、３番について、大村地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 ここは、一筆になっておりますけども、段々畑で広くなっております。お父さんが農業を

できないということで、農地を息子さんに譲るということでございます。特に問題は無いよ

うに思われます。ただちょっと心配なのは、普通は贈与ではなく相続でもっていくんですね。

贈与税がかかれば大変なことになりますし、受付の段階でそういうことも頭に入れておかれ



 

9 
 

た方がいいと要望はしておきます。 

  

○議長 

３番大村について、ほかに何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜ なし ＞  

 

○議長 

異議なしということで、３番大村は許可することとします。 

続いて、４番萱瀬、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

４番萱瀬、中岳町の農地、地目 田と畑、合計面積３，４４０㎡、譲渡人及び譲受人は記 

載のとおりです。本件は、譲受人が規模拡大のため取得するものであります。また、誓約書

によると、水稲と果樹を栽培する計画で、水稲は初年度反当り４００ｋｇ、果樹は初年度反

当り５０ｋｇの収穫見込みとなっています。 

 

○議長 

それでは、４番について、萱瀬地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 以前、荒れていたところですけども、再度見に行ってきました。田は田植えも終わってい

ました。また、畑の方は草も刈ってありきれいにしておりました。何ら問題はないと思いま

す。ご審議よろしくお願いします。 

  

○議長 

４番萱瀬について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、４番萱瀬は許可することとします。 

続いて、５番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

５番竹松、鬼橋町の農地、地目 田、面積９１９㎡、譲渡人及び譲受人は記載のとおりで

す。本件は、譲受人が規模拡大のため取得するものであります。また、誓約書によると、

水稲を栽培する計画で、反当り５００ｋｇの収穫見込みとなっています。 
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○議長 

それでは、５番について、竹松地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 この方は、先月も竹松本町に農地を買われた方で、すぐ隣に譲受人さんが水田を作ってお

られて、そこを譲りたいということで、代わりにここを買われるということです。今は耕作

されてなくて来年から水田をされるということで準備をされていますので、問題ないかと思

って見てまいりました。ご審議よろしくお願いします。 

  

○議長 

５番竹松について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、５番竹松は許可することとします。 

続いて、６番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

６番竹松、黒丸町の農地、地目 畑、合計面積４９㎡、譲渡人及び譲受人は記載のとおり 

です。本件は、譲受人が相続税納税猶予継続処理のため取得するものであります。また、誓

約書によると、人参を栽培する計画で、反当り３．５ｔの収穫見込みとなっています。 

 

○議長 

それでは、６番について、竹松地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 ここは事務局長が言われたように、４月の時に宅地に売られたところの残りです。４９㎡

なんですけど、残っていたものだからそこを売るということです。隣りが○○さんの畑で、

写真ではブロックが残っていますが、ブロックも壊して○○さんが買うということで話がま

とまっているようですので、問題ないと思います。 

 

○議長 

６番竹松について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、６番竹松は許可することとします。 
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お諮りします。 

７番松原、４ページ８番松原、９番松原は隣接地で譲受人が同一人物ですので、一括して

審議することにご異議ありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

ご異議がありませんので、７番松原、８番松原、９番松原は、一括して審議することとし

ます。事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

７番松原、松原 1丁目の農地、地目は田、合計面積１，０６２㎡、譲渡人及び譲受人は記

載のとおりです。 

８番松原 松原 1丁目の農地、地目は田、合計面積１，０６７㎡、譲渡人及び譲受人は記

載のとおりです。 

９番松原 松原 1丁目の農地、地目は田、合計面積２６４㎡、譲渡人及び譲受人は記載の

とおりです。 

本件は、譲受人が規模拡大のため取得するものであります。また、誓約書によると、水稲

を栽培する計画で、反当り４５０ｋｇの収穫見込みとなっています。 

 

○議長 

それでは、７番、８番、９番について、松原地区農業委員・推進委員、補足説明をお願い

します。 

 

○委員 

 先月３条で出たところの周りの案件です。昨日、○○さんと農業委員と話をしたのですが、

ここは自分の家の近くの農地を売った代替地として買うということです。いろいろあります

けども、宅地にするとしても相当、国道が高いです。相当な経費が掛かると思います。田と

して購入して、３年３作はするということで話をされていました。田植えは周りはしてあり

ました。３年３作は守ってくださいよと言いました。以上です。ご審議よろしくお願いしま

す。 

 

○議長 

７番松原、８番松原、９番松原について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、７番松原、８番松原、９番松原は許可することとします。 
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続いて、１０番松原、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

１０番松原、武留路町の農地、地目 田、合計面積７８３㎡、譲渡人及び譲受人は記載の 

とおりです。本件は、譲受人が規模拡大のため取得するものであります。また、誓約書によ

ると、野菜を栽培する計画で、反当り５０ｋｇの収穫見込みとなっています。 

 

○議長 

それでは、１０番について、松原地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 今事務局の方から話がありました通りでございます。今度の譲受人の自宅からも近くであ

りますし、何ら問題はないと思って見てまいりました。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

１０番松原について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、１０番松原は許可することとします。 

続いて５ページ第 2号議案、「農地法第 4条の規定による許可申請の件」を議題とします。

1番大村、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

第 2号議案、「農地法第 4条の規定による許可申請の件」 

１番大村、水計町の農地、地目は畑、面積５９㎡、申請者は記載のとおりです。 

本件は、墓地の駐車場として整備し、墓地整備会に賃貸するため転用申請するものです。 

場所は、都市計画区域内、農振内農用地外の第２種農地です。 

被害防除計画では、盛土切土は行わず現状のまま利用するとあり、コンクリートブロック

を設置して周辺に土砂の流出が無いように施工するとなっています。雨水は自然流下、汚水

はありません。周辺には、西側に農地があります。資金については、預金通帳の写しを確認

しております。 

 

○議長 

それでは、１番について、大村地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 現地の駐車場は、墓地組合の墓参りの人が市道に車を止められている状況でございます。
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墓地組合が畑の持ち主から駐車場を借りるという形になるということです。隣接農地も○○

さんの土地ですので、特に問題はないと思います。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

１番大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、1番大村は許可相当とします。 

続いて２番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

２番竹松、竹松本町の農地、地目は畑、合計面積２２２㎡、申請者は記載のとおりです。

本件は、囲繞地と公道を接続する通路を造成するため転用申請するものです。場所は、都 

市計画区域内、農振外の第３種農地です。 

被害防除計画では、盛土０．０５ｍ～０．３ｍ、切土０．０１ｍ～０．２ｍで整備すると

あり、雨水は自然流下、汚水はありません。周辺には、東西側に農地があります。資金につ

いては、預金通帳の写しを確認しております。 

 

○議長 

それでは、２番について、竹松地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 これは進入路として整備するということです。この後の５条８番、９番とも関連があると

ころですけども、５条８番の○○の駐車場の通路と関連して転用するものと見てまいりまし

た。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

２番竹松について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、２番竹松は許可相当とします。 

続いて、６ページ第 3号議案、「農地法第 5条の規定による許可申請の件」を議題としま

す。1番三浦、事務局から説明願います。 

 

〇事務局 
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第３号議案「農地法第 5条の規定による許可申請の件」 

１番三浦、溝陸町の農地、地目 畑、面積 ４３㎡、併用地を含めた全体面積１５４．９

５㎡、使用貸借人は、記載のとおりです。契約は使用貸借です。本件は、所有者のお孫さん

が自己住宅１棟を建築するものです。 

場所は、都市計画区域内、農振外の第３種農地です。 

被害防除計画では、現状のまま利用するとなっており、雨水排水は既存の水路に放流、汚

水、生活雑排水は公共下水道に接続となっています。周辺には農地はありません。 

資金については、預金通帳の写しを確認しております。 

 

○議長 

それでは、１番について、三浦地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

ここは、県道沿いに家があります。既存の家と県道のあいだに今回の家を建てるようにな

っています。雨水もすぐ近くに水路がありますし、下水も公共下水道があります。問題ない

と思います。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

１番三浦について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、１番三浦は、許可相当とします。 

続いて、2番西大村、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

2番西大村、桜馬場２丁目の農地、地目 畑、面積 １，２５４㎡、 

実測面積１，２５４．７６㎡、譲渡人及び譲受人は、記載のとおりです。契約は売買です。

本件は、申請地を分譲宅地用地として買収するものです。都市計画区域内、農振外の第３種

農地です。 

被害防除計画では、盛土０．２～０．４ｍとなっています。建物は高さを加減するとなっ

ています。雨水排水は既存の水路に放流、汚水、生活雑排水は公共下水道に接続となってい

ます。周辺に農地はありません。資金については、残高証明書を確認しております。 

 

○議長 

それでは、２番について、西大村地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 
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先ほど説明があった通り、先月道路を非農地証明出したところの隣りです。周りは全部宅

地です。また、下水道も通っていますし、水路も左側のほうにつなげるということでちゃん

と雨水路がありましたので、問題ないと思いました。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

２番西大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、２番西大村は、許可相当とします。 

お諮りします。続いて３番西大村を議題としますが、本案件は８ページ第４号議案「農地

法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請の件」１番西大村と関連がありますので、

一括して審議することにご異議ありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

ご異議がありませんので、３番西大村、第４号議案１番西大村は、一括して審議すること

とします。事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

３番西大村 古賀島町の農地、地目 畑、面積 ６９㎡、前回許可分と併せた全体面積は

１，５７７㎡、譲渡人及び譲受人は、記載のとおりです。契約は売買です。 

本件は、令和２年３月に長崎県から転用許可を得た後、造成地の一部を隣接宅地の所有者

へ譲渡することになったため、当初計画の分譲用地の面積が減らないように、３番西大村で

追加の転用申請をし、６区画分の分譲宅地を造成し、また、第４号議案１番西大村で計画変

更申請書を提出するものです。場所は、都市計画区域内、農振外の第３種農地です。被害防

除計画では、盛土０．５ｍ、擁壁を設け、建物建築時には緩衝地を１ｍほど設けるとなって

います。周辺東側に農地があります。雨水排水は既存水路に接続放流、汚水、生活雑排水は

公共下水道に接続となっています。資金については、残高証明書を確認しており、譲受人に

ついては宅地建物取引業者免許証を所持しています。 

 

○議長 

それでは、３番及び第４号議案１番について、西大村地区農業委員・推進委員、補足説明

をお願いします。 

 

○委員 

この場所は３月に宅地申請されて工事がされているところです。そこの隣接地に民家があ



 

16 
 

るのですが、土地を分けてほしいということで譲り受けるということになっているそうです。

その分が宅地造成の面積に足らないので上の畑地も造成計画に入れるということでございま

す。隣接する農地は、譲渡し人の畑がありますが、譲渡し人の了解も得ているということで

すので、何ら問題ないと思います。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

３番西大村及び第４号議案１番西大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、３番西大村は、許可相当とし、第４号議案１番西大村については

承認相当とします。 

続いて４番西大村、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

４番西大村、坂口町の農地、地目 畑、面積 ８８７㎡、譲渡人及び譲受人は、記載のと

おりです。契約は売買です。本件は、賃貸住宅１棟を建築するものです。 

場所は、都市計画区域内、農振外の第３種農地です。 

被害防除計画では、盛土０．９ｍ、擁壁を設けるとなっています。周辺南側以外は農地が

あります。雨水排水は既存水路に接続放流、汚水、生活雑排水は公共下水道に接続となって

います。資金については、融資予定証明書を確認しております。 

 

○議長 

それでは、４番について、西大村地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

ここは、坂口の中でほとんど農地が虫食い状態になっているところですけども、第三種農

地です。下水もありますし、雨水も道路にありますし、問題ないと思います。今年の開発地

に道路反対側は転用があったところです。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

４番西大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、４番西大村は、許可相当とします。 

お諮りします。 
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５番萱瀬、６番萱瀬は隣接地で譲渡人が同一人物ですので、一括して審議することにご異

議ありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

ご異議がありませんので、５番萱瀬、６番萱瀬は、一括して審議することとします。事務

局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

５番萱瀬 荒瀬町の農地、地目 畑、合計面積 ４６２．０８㎡、譲渡人及び譲受人は、

記載のとおりです。契約は売買です。本件は、自己用住宅を１棟建築するものです。場所は、

都市計画区域内、農振内農用地外の第２種農地です。 

被害防除計画では、盛土３．３ｍ、擁壁を設けるとなっています。周辺に農地はありませ

ん。雨水排水は既存水路に接続放流、汚水、生活雑排水は公共下水道に接続となっています。 

資金については、残高証明書を確認しております。 

６番萱瀬 荒瀬町の農地、地目 畑 原野 現況 畑、合計面積４８８．０７㎡、譲渡人

及び譲受人は、記載のとおりです。契約は売買です。本件は、自己用住宅を１棟建築するも

のです。場所は、５番の隣地で、都市計画区域内、農振内農用地外の第２種農地です。被害

防除計画では、盛土０．４～２．５ｍ、切土０．９～１．７ｍ、擁壁を設けるとなっていま

す。周辺に農地はありません。雨水排水は既存水路に接続放流、汚水、生活雑排水は公共下

水道に接続となっています。 

資金については、残高証明書を確認しております。 

 

○議長 

それでは、５番及び６番について、萱瀬地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いしま

す。 

 

○委員 

ここは、２件とも同じ名前が譲渡し人で載っておりますけども、相続をされていて、この

譲渡し人のお二人は大村には住んでいらっしゃらないとの事で、こちらに戻ってこられる状

況ではありません。長男の奥さんが維持管理をされていたんですが、高齢のためにできない

ということです。雨水については、排水が道沿いを通っていますし、汚水についても農業集

落排水が通っております。また、周りには畑、田もございませんから問題ないと見てまいり

ました。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

５番萱瀬、６番萱瀬について、何かご意見・ご質問はありませんか。 
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 ＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、５番萱瀬及び６番萱瀬は、許可相当とします。 

続いて７番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

７番竹松 竹松町の農地、地目 田、合計面積 ５９３㎡ 併用地を併せた全体面積６３

８．８３㎡、譲渡人及び譲受人は、記載のとおりです。契約は売買です。 

本件は、分譲用宅地２区画と通路を建設するものです。 

場所は、都市計画区域内、農振外の第３種農地です。 

被害防除計画では、盛土０．７５～０．９ｍ、擁壁を設け、建物は１ｍ程度離れて建設す

るとなっています。周辺は、北側に農地があります。雨水排水は既存水路に接続放流、汚水、

生活雑排水は公共下水道に接続となっています。 

資金については、残高証明書を確認しており、譲受人については宅地建物取引業者免許証

を所持しています。 

 

○議長 

それでは、７番について、竹松地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

説明があったようにここは川の近くですけど、隣接で宅地としてあるところが以前転用で

宅地にされたところです。一応残って荒れ地になっていたところを譲られるということで、

今回申請があったものです。上の畑の持ち主にも話をして了解を得てありますので、問題な

いと思います。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

７番竹松について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、７番竹松は、許可相当とします。 

お諮りします。 

７ページ８番竹松、９番竹松は隣接地で譲渡人が一部同一人物ですので、一括して審議す

ることにご異議ありませんか。 

 

＜異議なし＞ 
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○議長 

ご異議がありませんので、８番竹松、９番竹松は、一括して審議することとします。事務

局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

８番竹松 竹松本町の農地、地目 畑、合計面積 １，０３１㎡ 併用地と併せた全体面

積は１，４０３．１５㎡、譲渡人及び譲受人は、記載のとおりです。契約は売買です。本件

は、患者及び職員用の４５台分の駐車場と通路を建設するものです。場所は、第２号議案２

番竹松の隣接地で、都市計画区域内、農振外の第３種農地です。 

被害防除計画では、盛土０．０５～０．３ｍ、切土０．０１～０．２ｍ、現況レベルで整

備となっています。周辺に農地はありません。雨水排水は既存水路に接続放流となっていま

す。資金については、法人代表者の年金積立金額確認書類を確認しております。 

９番竹松 竹松本町の農地、地目 畑、合計面積３．７５㎡、贈与者及び受贈者は、記載

のとおりです。契約は贈与です。本件は、受贈者所有の既存駐車場の進入路として利用する

ものです。場所は、８番の隣地で、都市計画区域内、農振外の第３種農地です。 

被害防除計画では、盛土０．０５～０．３ｍ、切土０．０１～０．２ｍ、現況レベルで整

備となっています。周辺に農地はありません。雨水は自然流下となっています。資金につい

ては、預金通帳の写しを確認しております。 

 

○議長 

それでは、８番及び９番について、竹松地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いしま

す。 

 

○委員 

ただいま説明があった通りです。５ページであがっていた案件と関連です。８番は○○の

真裏です。ここに駐車場を造るということです。９番の進入路ですね。隅切りの部分です。

何ら問題ないと思って見てまいりました。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

８番竹松、９番竹松について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、８番竹松及び９番竹松は、許可相当とします。 

続いて１０番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

１０番竹松 宮小路３丁目の農地、地目 畑、面積 ２３５㎡ 併用地を併せた全体面積 
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４７０㎡、譲渡人及び譲受人は、記載のとおりです。契約は売買です。 

本件は、貸店舗併用住宅を建設するものです。場所は、都市計画区域内、農振外の第３種

農地です。 

被害防除計画では、現状のまま利用となっています。周辺に農地はありません。雨水排水

は既存水路に接続放流、汚水、生活雑排水は公共下水道に接続となっています。 

資金については、残高証明書を確認しています。 

 

○議長 

それでは、１０番について、竹松地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

ここは、まわりはすべて宅地で隣接の家はブロック塀が設置してあります。そして、下の

道としてあるところには下水、雨水も設備してありますので問題ないと思います。ご審議よ

ろしくお願いします。 

 

○議長 

１０番竹松について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、１０番竹松は、許可相当とします。 

続いて１１番福重、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

１１番福重 沖田町の農地、地目 田、合計面積 ３，９２９㎡、実測面積３，９３３．

２５㎡、譲渡人及び譲受人は、記載のとおりです。契約は売買です。本件は、分譲宅地１２

区画と道路を建設するものです。場所は、都市計画区域内、農振外の第３種農地です。 

被害防除計画では、盛土０．２～１．２ｍ、擁壁を設け、隣接境界から距離を取り建物を

建てるとなっています。周辺は北と南側に農地があります。雨水排水は既存水路に接続放流、

汚水、生活雑排水は公共下水道に接続となっています。 

資金については、残高証明書を確認しており、譲受人については宅地建物取引業者免許証

を所持しています。 

 

○議長 

それでは、１１番について、福重地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

今事務局から説明があった通りここは○○から２００㎡くらい行ったところです。水路を
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隔てて下に田んぼがあります。下の方の田んぼには下の方に水路がありますのでそこから水

が行くように計画してあります。北側に田の表示がありますけども、そこは今畑の状態で、

緑肥を作ってありますので水は関係ないと思います。昨日皆で見てきましたが特に問題ない

と思います。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

１１番福重について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、１１番福重は、許可相当とします。 

次に９ページ、第５号議案「非農地通知申出書による非農地通知の件」を議題とします。

1番三浦、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

第５号議案１番三浦、今村町の農地、地目 畑 現況 山林、面積 ７２３㎡、申出人及

び利用者は、記載のとおりです。申出によりますと、自然荒廃により、山林化しているとな

っています。場所は、農振内農用地です。今回の分については農林水産振興課に農振農用地

域内への残置の有無を事前に照会したところ、農用地としての利用が見込めないため、農用

地への残置をしないとの回答を得ております。 

また、今年度は５年に１回の農振内農用地の一斉見直しの年となっており、この件につい

ては農用地から除外される予定となっています。 

 

○議長 

それでは、１番について、三浦地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 今事務局より説明のあった通りです。この前地区委員で現地確認してまいりました。ここ

は、以前はスイカとかが作られていたところです。今は写真にあるように木が生えていまし

た。道沿いは防風林のようになっています。みなさんのご審議よろしくお願いします。 

  

○議長 

1番について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、1番三浦は、非農地と判断し、これを通知することとします。 
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次に、１０ページ第６号議案「農業経営基盤強化促進事業による所有権移転の件」を議題

とします。１番鈴田、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

第６号議案、１番鈴田 陰平町の農地、地目 田、合計面積１，１３１㎡、売渡申込者及

び買受申込者は、記載のとおりです。場所は、都市計画区域内、農振内農用地です。権利の

内容は、議案書記載のとおりです。 

誓約書によると、水稲を栽培する計画で、反当り５４０ｋｇの収穫見込みとなっています。

買受申込者は、水稲１１０a、イチゴ２０aを耕作、年間３００日農業に従事しているなど農

業経営基盤強化促進法第 18条第３項各号の要件を満たしているものと考えます。 

 

○議長 

それでは、１番について、鈴田地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 この場所は、全体基盤整備が済んだ田んぼでございまして、所有者は記載してある通り、

○○にいらっしゃって、今まで他の人に委託して管理されていました。今回本人から○○さ

んの方に打診して購入してもらうということになったということです。○○さんもイチゴを

作られている専業農家なので何ら問題ないと思います。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

1番鈴田について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、１番鈴田は、承認することとします。 

次に、２番松原、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

２番松原 武留路町の農地、地目 田、合計面積２，０９６㎡、売渡申込者及び買受申込

者は、記載のとおりです。場所は、都市計画区域内、農振内農用地です。権利の内容は、議

案書記載のとおりです。また本案件は、報告第１号で合意解約した計５筆の農地が含まれて

います。誓約書によると、野菜を栽培する計画で、反当り５０ｋｇの収穫見込みとなってい

ます。買受申込者は、認定農業者で、水稲や野菜１１７aを耕作、年間３００日農業に従事

しているなど農業経営基盤強化促進法第 18条第３項各号の要件を満たしているものと考え

ます。 

 

○議長 
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それでは、２番について、松原地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 今事務局の方から言われた通り自宅のそばで、こつこつ農業をされています。別に問題は

無かろうと思います。よろしくお願いします。 

 

○議長 

２番松原について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、２番松原は、承認することとします。 

続いて、１１ページ、第７号議案「農業経営基盤強化促進事業による利用権設定の件」を

議題とします。１番大村、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

第７号議案、1番大村 東大村２丁目の農地、地目 原野 現況 畑、面積５，２８５㎡、

貸付申込者及び借入申込者は記載のとおりです。 

申込者は野菜の作付を計画しており、利用権は記載のとおりです。 

第７号議案の借入申込者は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号の要件を満たし

ているものと考えます。 

 

○議長 

それでは、第７号議案について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

  

＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、第７号議案は、承認することとします。 

続いて、１２ページ、第８号議案「農地中間管理事業による農用地利用集積計画作成の件」

を議題としますが、本議案は、１３ページ、第９号議案「農地中間管理事業による農用地利

用配分計画作成の件」と関連がありますので、一括して審議することにご異議ありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

ご異議がありませんので、第８号議案及び第９号議案は一括して審議することとします。 

事務局から説明をお願いします。 
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○事務局 

１２ページ、第８号議案、「農地中間管理事業による農用地利用集積計画作成の件」 及び

１３ページ、第９号議案、「農地中間管理事業による農用地利用配分計画作成の件」、 

農用地利用集積計画の借入申込者及び農用地利用配分計画の貸付申込者は、公益財団法人

長崎県農業振興公社でございますので、集積計画の貸付申込者と配分計画の借入申込者が分

かりやすいように、資料１を配布しておりますので、その資料と併せて、ご説明いたします。 

この資料１の縦の欄、左から４列分が、一番上の行に書いているように集積計画で、５列

目から７列目までが配分計画です。 

 

資料１の１行目、第８号議案２番竹松、第９号議案１番竹松、黒丸町の農地、地目 田 現

況 畑、面積１，３１０㎡、集積計画の貸付申込者及び、配分計画の借入申込者は、記載の

とおりです。本案件については、新規就農の下限面積に達していませんが、令和２年３月総

会時に竹松地区委員と協議し、ハウス営農の弾力的運用を考慮した上で、農業委員会として

新規就農を認める方針で合意しています。また、借入申込者は、大村市から青年等就農計画

が適当であるとの認定を受けています。 

申込者はキュウリの作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

次に２行目と４行目の借入申込者は同一人ですので併せて説明します。第８号議案１番竹

松、第９号議案２番竹松、黒丸町の農地、地目 田 現況 畑、面積１，５５０㎡、集積計

画の貸付申込者及び、配分計画の借入申込者は、記載のとおりです。 

第８号議案４番福重、第９号議案４番福重、皆同町の農地、地目 田、面積４，１０７㎡、

集積計画の貸付申込者及び、配分計画の借入申込者は、記載のとおりです。 

２つの案件の合計面積は、５，６５７㎡で下限面積を満たしています。また、借入申込者

は、大村市から青年等就農計画が適当であるとの認定を受けています。 

申込者はトマトの作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

次に３行目、第８号議案３番福重、第９号議案３番福重、寿古町の農地、地目 田、合計

面積７，９１８㎡、集積計画の貸付申込者及び、配分計画の借入申込者は、記載のとおりで

す。 

申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

以上、当該議案は、農業経営基盤強化促進法第 18条第３項各号の要件を満たしているも

のと考えます。 

 

○議長 

それでは、第８号議案及び第９号議案について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜異議なし＞ 
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○議長 

ご異議がありませんので、第８号議案については、承認することとし、第９号議案につい

ては、支障のない旨を回答することとします。 

続いて、１４ページ、報告第３号「引き続き農業経営を行っている旨の証明について（相

続税）」を事務局から、説明をお願いします。 

 

○事務局 

報告第３号、相続税の納税猶予継続に関する適格者証明については、 

・相続人（猶予者）が被相続人から農地を相続後、引き続き農業経営を行っていること。 

・相続税猶予適用農地となっている農地を、農業の用に供していること。 

が証明要件となっています。本人から経営状況及び過去３年間における対象農地の移動の

有無を聞き取り、土地家屋名寄帳と農家基本台帳による権利移動、地目、地積等の確認、地

図システムの航空写真による農地の確認を行いました。また、地元農業委員へ農業経営状況

について確認した結果、1番竹松及び２番竹松の相続人は的確に農業経営を行っていると判

断しましたので、農業委員会会長専決にて、証明書を交付したことを報告します。 

 

○議長 

それでは、報告第３号について、何かご質問等はありませんか。 

 

＜なし＞ 

 

○議長 

それでは以上をもちまして、本日の議事を終了します。 


