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総会議事録（第４回） 

 

１ 開催日時 令和２年７月２７日（月）１４時～ 

２ 開催場所 大会議室 

３ 出席委員（３８名） 

○農業委員（１９名） 

会  長    １１番 田添 利弘  

1番 城山 正巳  ２番 浅井 和巳  ３番 山口 明美  ４番 渡邉 重徳 

５番 田川 康浩  ６番  山口 正治   7番 山口 光則  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 渡邊 和秋 

  １４番 冨岡 勝真 １５番 寺坂 哲郎 １６番 川本 康代 １７番 山田 武人 

  １８番 山口 和夫 １９番 山道喜久美 

  

○農地利用最適化推進委員（１９名） 

１番 原  正人  ２番 平山 清孝  ３番 渡辺 和久  ４番 小川 國治  

５番 井上 秀明  ６番 福田 文夫  ７番 林  敏弘  ８番 一瀬 晃 

９番 山浦 弘之 １０番 川副 博司 １１番 山上  傳 １２番 井本 忠之 

１３番 上野祐太郎 １４番 畠田 義博 １５番 森  良広 １６番 野田 善則  

１７番 鳥越  優 １８番 梶原  茂 １９番 児玉 賢治 

 

４ 欠席委員 

 ○農業委員（０名）           

○農地利用最適化推進委員（０名）     

 

５ 議  題 報告第１号  農地法第 3条の規定による許可申請の取下願の件 

       報告第２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 

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５条の規定による許可申請の件 

第３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４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５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 

第６号議案  大村農業振興地域整備計画の変更について（農用地区域除外） 

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 

課長補佐 西浦 公治 

職員 川原 進太郎 中野 孝亮 梶原 良太 



 

2 
 

   

１ 開会 

○事務局長 

ただいまから「令和２年度第４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。 

 

○会長 

次に、本日の議事録署名人を、１番農業委員、１９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。 

 

５ 議事 

 

○議長 

１ページ、報告第１号「農地法第３条の規定による許可申請の取下願の件」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 陰平町の農地、地目 田、面積１，４７６㎡です。賃貸人及び賃

借人は記載のとおりで、取下理由は、申請人の都合による取り下げです。この案件は、先月

の総会の３条申請で保留になったもので、この後の第１号議案、２番鈴田と関連があり、内

容は第１号議案で説明いたします。 

 

○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。 
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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 陰平町の農地、地目 田 現況畑、面積１，２６４㎡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、後の

第２号議案、２番鈴田と関連があります。 

 

２番福重 今富町の農地、地目 田 現況畑、合計面積１，５８６㎡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。 

 

○委員 

 2番福重について、○○さんと○○の件ですけども、今、双方による合意の解約というこ

とで説明がありました。この事案については、私が確認したところ、５、6年前の契約をさ

れた時に、家賃も全く払わずにハウスを建てたということで、昨日契約者の奥様に確認をし

ました。そうしたら、ハウスは元々あったハウスも全部撤去して鉄骨もむき出しになってお

り、残りの残骸についてもそのままにしてあるということです。前もって家賃が払えないと

いうことを農業委員会にもお願いをしたということです。払えない理由書は出されています

か。 

 

○事務局 

 先月、貸し手の方から連絡がございまして、借り手側とも双方連絡をとりまして、双方で

お話し合いをしていただいたということがございます。賃料についても、3年分は支払い済

みを確認しております。今年度解約するまでの分を近々お支払いされるというご相談をされ

たということを当事者から聞いております。ハウスにつきましては、相談に応じて対応する

ということを当事者から聞いております。 

 

○委員 

 相談に応じてというのはどういうことですか。 

 

○事務局 

お互いの合意において話し合いをしていただいて、お金をお支払いになるのか、どうなる

かはこちらの方ではわかりませんけれども、そういった話し合いをしていただくということ

を当事者から聞いております。 

 

○委員 

 賃料については払われたということを私も確認をしました。ただ残骸については、ただ農
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業委員会としても事務局に来ていただいて話をするなりしないといけないのではないかと思

います。 

 

○事務局 

 事務局に来ていただいて話をしております。○○の方に来ていただいて話をしています。 

 

○委員 

 実際されたのは、○○ではなくて、又貸しでしょ。 

 

○事務局 

 いいえ、○○が借りていたというふうに聞いております。○○の専務さんが来られてお話

をしたということがございます。 

 

○委員 

 実際のところその辺がちぐはぐなところがありまして、まだ残骸についてのことも向こう

と話し合いをしたいということですので、せっかく農業委員会をとおして貸し借りをされて

いるのですから最後まで責任をもってしていただきたいと思います。そのための委員バッジ

でしょうから。今後の動きがあれば地元の農業委員にでも伝えていただきたいと思います。 

 

○事務局 

 付け加えですけど、○○さんの方には、誠意を持って対応するようにというふうに事務局

の方からお伝えをしています。 

 

○委員  

 ○○は破産をしているんですよね。 

 

○事務局 

 破産をしているかどうかまでは、確認をしておりません。 

 

○委員 

 もし破産されているのならば、破産管財人が居られるでしょうから、わかれば、その人を

教えていただければ助かります。 

 

○事務局 

 調べて分かるのかどうか分かりませんが、そこは調べておきたいと思います。 

 

〇議長 

他にありませんか。 
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＜なし＞ 

 

○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、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

 説明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。なお、農地法の 3条というのは、

農地を農地として権利の移転・設定をするというものです。そこらへんも踏まえてご協議を

いただきたいと思います。それでは説明します。 

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、陰平町の農地、地目 田、

面積１，７８０㎡、譲渡人及び譲受人は記載のとおりです。 

本件は、譲渡し人が高齢のため、譲受人が買い取り農業を行うため取得するものでありま

す。また、誓約書によると、米を栽培する計画で、反当り４００ｋｇの収穫見込みとなって

います。譲受人の耕作面積は田７，３８０㎡、畑３，０７９㎡、合計耕作面積１０，４５９

㎡、本件取得面積と併せた合計面積は１２，２３９㎡と下限面積の要件は満たしております。 

 

○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 

 ここは、○○さんが以前から何年も耕作されているところです。書いてある通り、地主さ

んが高齢のため土地を買い取ってほしいということで買い取るということになったそうです。 

周りは特に問題なく耕作されています。本人も当分耕作を続けられると思いますので何ら問

題ないと思います。ご審議よろしくお願いします。 

  

○議長 

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、前回の総会で保留扱いとなったもので、報告第１号で報告のとおり、申
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請人から３条申請の取り下げがあり、また、６月３０日付けで農地改良等届出書及び顛末

書の提出を受け、鈴田地区委員にその内容の確認及び承諾を得たことから、再度３条での

申請をするものであります。また、当該地では 7月 6日の豪雨の影響があったことから、

盛土の高さを変更したいとして 7月 17日付けで農地改良等変更届出書が提出されていま

す。申請地については、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、マンゴー、パッションフルーツ

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 

 ここは、今説明があった通りです。先月の総会で事前着工してあるということで、保留に

なっていたところです。そして、先方も急いでおられるというとこともあり、先月 27日に

会長はじめ事務局の方と現地を確認に行きました。私達鈴田は委員 4名集合しました。農業

委員会としては、これ以上のペナルティを課すことはできないということでした。では、顛

末書を出してもらって２度とこういう事がないようにということでその場は承諾することに

なったわけです。その後、７月６日の大雨で７０ｃｍ埋め立てたところまで水に浸かりまし

て、これではだめだということで、新たにプラス７０ｃｍの埋め立て申請を得ております。

農地を農地として使われるわけですからそこは問題ないと思います。また、第一種農地です

けども端っこの方でもありますので、営農に差し障ることもないと思って見て参りました。

みなさんのご審議を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。 

 

○委員 

 先ほどの話によれば、７０ｃｍ上げて、その後また７０ｃｍ上げるという話でしたよね。

そうした場合に、ここは基盤整備地域でしょうからここだけが地盤が上がってしまって、周

囲の農地に影響はないのでしょうか。 

 

○委員 

 土砂が流出しないように、隣地から間隔をあけて盛土をするということでした。また、こ

こは一番端っこでありまして、下の田んぼは少し控えて盛土をするということでございます

ので別に問題ないと思います。 

 

○議長 
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 補足ですけども、私も申請者の○○さんとお会いして話をしました。今話があったように

道路のすぐ脇が集落排水施設があり非常に高くなっています。そして、今盛土をしてあると

ころは非常に水が多いといいますか、湿地でありまして、東側はマンゴーをされていまして

それも非常に高いところであります。そして、横の水田の地主さんとは話をして、ちょっと

控えたところで嵩上げをするという説明を私は受けております。 

 

○議長 

 他にありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、２番鈴田は許可することとします。 

続いて、３番松原、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

３番松原、東野岳町の農地、地目 田と畑 現況畑、合計面積７，９０２㎡、譲渡人及び

譲受人は記載のとおりです。本件は、譲受人が代物弁済により農地を取得し、農業を行うも

のです。また、誓約書によると、菜種を栽培する計画で、反当り３０ｋｇの収穫見込みとな

っています。なお、譲受人の耕作面積は田７，５３９㎡、畑３，２２６㎡、合計耕作面積１

０，７６５㎡、本件取得面積と併せた合計面積は１８，６６７㎡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、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 

 一昨日、農業委員と推進委員で譲受人の立ち合いの元、現地を見させていただきました。

この譲渡人のお父さんが１０年ぐらい前に亡くなられまして、その間ずっと管理を譲受人が

なさっていました。このたびこの所有者の方が管理をできないということで、譲受人に渡す

ということで聞いてまいりました。この１０年間ずっと○○さんが管理をしっかりとされて

おられたと近くの方からも聞いております。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番松原について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜ なし ＞ 
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○議長 

異議なしということで、３番松原は許可することとします。 

続いて、４ページ第２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番鈴田、事務局から説明願います。 

 

〇事務局 

ちょっと議案に入ります前に、農地法の４条転用と５条転用について簡単に説明をしたい

と思います。今日の議案の中では、農地法４条転用はございませんが、４条転用というのは

農地の権利移動を伴わない転用ということになります。ですので、持ち主の方が農地をほか

の用途に使うというものでございます。農地法５条転用というのは、農地の権利移動を伴う

転用ということになりますので、所有者から別の方に権利を移動させて、農地を別の用途で

使用するというものでございます。それを許可するにあたって審議をしていただくというこ

とになります。簡単でございますが説明をさせていただきました。議案に入らせていただき

ます。 

第２号議案「農地法第 5条の規定による許可申請の件」 

１番鈴田、平町の農地、地目 田、合計面積 １，０４８㎡、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、ソーラーパネルを設置し、太陽光発電事業を行い

たいとするものです。場所は、都市計画区域外、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０．９ｍ、切土０．３５で既存の石積みで囲まれているとありま

す。雨水排水は既存の水路に放流、汚水、生活雑排水はなしとなっています。隣接農地はあ

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。また、譲受人は再生可能エネ

ルギー発電事業計画の認定について九州経済産業局から通知を受けています。 

 

○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 

 ここは、○○さんも実際近くには住んでおられません。何年間か耕作放棄地になっており

ました。周りも川を挟んで農地がありますが、実際荒れております。実際、転用をしたら草

も生えなくなって周りの農地にも反って良いのではないかと思います。ご審議のほどよろし

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、許可相当とします。 
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続いて、2番鈴田、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

2番鈴田、陰平町の農地、地目 田 現況畑、面積 １，２６４㎡、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、地元の農畜産物販売所を設置するため買収す

るものです。場所は、都市計画区域内、農振内農用地外の第１種農地です。なお、本案件は

第 1種農地の不許可の例外規定「農畜産物販売施設に供する場合」に該当いたします。 

被害防除計画では、造成は現状のまま利用するとなっており、擁壁を設けるとなっていま

す。建物は建設する際には緑地、緩衝地を設けるとなっています。雨水排水は既存の側溝に

放流、汚水、生活雑排水は下水道に接続となっています。周辺には、北側に農地があります。

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、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 

ここは、２月の総会時に、○○という方が農産物直売所を作りたいということで、農用地

を外しても良いかということで挙がったわけです。その折に地元の委員から、本当に計画通

りされるのかとかという懸念の声がありました。ただ計画が上がっている以上憶測だけでは

どうしようもないということで、許可相当ということで判断をしております。今回の計画で

は、農畜産物販売所となっており、地元の農作物を販売するということで、それはそれで地

元に貢献していただけるのではないかと思っています。雨水排水、汚水も問題ないと思って

います。ただ面積は大きいので、どうなのかを事務局に聞きましたところ、別にそこら辺は

問題ないということでしたので、みなさんご協議の程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。 

 

○委員 

 この○○さんという方は何屋さんですか。前に挙がってきた時は○○で、今回は○○とな

っています。別に職業が何だから問題というわけではないですけれども。 

 

○委員 

 石屋さんです。 

 

○委員 

 わかりました。 

  

○議長 
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 他に何かありませんか 

 

 ＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、２番鈴田は、許可相当とします。 

続いて３番大村、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

３番大村、久原１丁目の農地、地目 畑、合計面積 ９７４㎡ 併用地を併せた全体面積

は１，４９５．８９㎡で、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６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１．４ｍ、切土１．０ｍ、擁壁を設けるとなっております。建物

は境界から距離を取って建てるとなっています。周辺には東側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、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 

今説明のあったとおりでございます。周囲には農地は殆どなくて、東側に譲渡人の農地が

少しあるだけです。特に問題ないです。雨水の方は新設の側溝を作られるようですので何ら

問題は無いと思います。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

３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、３番大村は、許可相当とします。 

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、池田２丁目の農地、地目 畑、面積 ４０７㎡、併用地を併せた全体面積は

９６１．１６㎡で、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、資
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材置き場として利用するものです。 

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２．０ｍ、法面保護をするとなっています。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、生活雑排水はなしとなっています。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、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、高速道路の側道沿いのため池の近くです。２０年以上作ってなくて、木が生い茂

っております。今年転用がでなかったら、農地から山林に変えようかなと思っていたところ

です。資材置き場ですので、併用地も合わせて特に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 

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。 

続いて５番西大村、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

５番西大村、古賀島町の農地、地目 畑、面積 １，４０７㎡、 

実測面積 １，４０７．８４㎡で、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、分譲宅地用地６区画として買収するものです。 

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、造成は現状のまま利用し、擁壁を設けるとなっています。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、５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、最近転用が頻繁に挙がっているところの近くです。北の方に畑があります。今回
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宅地ができた時にその畑の水はけが悪くなるかなと思いました。譲渡人さんが、畑の持ち主

の方に相談をされて、工事をされる方に水はけがよいように工事をしていただくということ

で話をされたということです。何ら問題は無いと思います。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

５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、５番西大村は、許可相当とします。 

続いて６番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

６番竹松 竹松本町の農地、地目 畑、面積 ６７４㎡ 併用地を併せた全体面積  

８６５㎡、使用貸人及び使用借人は、記載のとおりです。契約は使用貸借です。 

本件は、高齢で農業ができなくなり、老後の生活安定のため、共同住宅賃貸経営をしたい

とするものです。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０．０３～０．５ｍ、土留め工事をし、防護柵を設けるとなって

おり、建物は高さを加減するとなっています。周辺に農地はありません。雨水排水は溜枡か

ら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、融資予約通知書を確認しております。 

 

○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 

今ご説明がありました通りで、ここは所有者が高齢で農業ができないということで転用す

るということです。申請地もあまり耕作されている状況ではないので特に問題は無いかなと

思います。周囲は住宅地で農地はありませんし問題ないと思います。ご審議よろしくお願い

します。 

 

○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、許可相当とします。 
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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 鬼橋町の農地、地目 畑、面積 １３０㎡ 併用地を併せた全体面積  

２３９．６１㎡、使用貸人及び使用借人は、記載のとおりです。契約は使用貸借です。 

本件は、父所有の申請地を借り受け、住宅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、造成は現状のまま利用、擁壁及びコンクリートブロックを設けるとな

っています。建物は隣接農地から距離を取って建築するとなっています。公図では周辺東側、

南側が農地となっています。雨水排水は溜枡から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、口座通帳の写しを確認しています。 

 

○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 

ご説明にありましたとおり、ここはお父さんの所有地であります。今度、娘さんが住宅を

建てて近くに一緒に住まれるということです。周りは住宅だけでありますので問題ないと思

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 

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。 

続いて８番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

８番竹松 小路口本町の農地、地目 畑、面積 ３５３㎡、贈与者人及び受贈者は、記載

のとおりです。契約は贈与です。本件は、孫が自己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、盛土０．８ｍ、建物は高さを加減するとなっています。周辺は、西側

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、借入手続き案内を確認しております。 

 

○議長 

それでは、８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。 
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○委員 

ここは、上が公園で、左下におばあちゃんのご自宅があります。周りは全部○○さんの農

地でありまして、お孫さんが家を建てるということです。そこはちょっと低くなっているの

で８０ｃｍほど地上げをしてされるということで、他の方に対しては何も影響はないと思い

ますし、前面の道路に公共下水道が通っていますので汚水はそちらにつなぐということです

ので、問題は無いのかな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番竹松は、許可相当とします。 

続いて９番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

９番竹松 今津町の農地、地目 畑、合計面積 ２，７０９㎡ 併用地を併せた全体面積

は２，９５９．７４㎡で、譲渡人及び譲受人、賃貸人及び賃借人は、記載のとおりです。契

約は売買及び賃貸借です。 

本件は、工場１棟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０．３ｍ、擁壁を設け、建物は緩衝地を設けて建設するとなって

います。周辺は、東側、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、融資証明書を確認しております。 

 

○議長 

それでは、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 

ここはアパートが隣りにあり、西側は工場になっています。南側の残りは畑があるんです

けども、雨水の流れを心配したんですけども、南側の方に道路がありましてそこに溝があり

ます。そこに雨水は繋げるということですので問題ないかなと思いました。雨水の心配がな

いということですので何も問題は無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 



 

15 
 

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、９番竹松は、許可相当とします。 

続いて、５ページ、第３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番三浦、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

説明に入る前に、５ページから８ページの第３号議案、第４号議案及び第５条議案につい

て簡単に説明をさせていただきます。第３号議案の「農業経営基盤強化促進事業による利用

権設定の件」ですけども、農業委員会を介して、農地を貸したい方と借りたい方の間で利用

権の設定を行っておるものです。次の第４号議案及び第５条議案が長崎県農業振興公社を介

して農地を貸したい方と借りたい方の利用権を設定しております。第４号議案が貸したいと

いう方を長崎県農業振興公社が集めて、第５条議案で借りたいという方に配分するという形

になっております。それでは説明に入ります。 

第３号議案、1 番三浦 日泊町の農地、地目 田と畑、合計面積６，６８０㎡、貸付申込

者及び借入申込者は記載のとおりです。 

申込者は水稲、野菜の作付を計画しており、利用権は記載のとおりです。本案件は、経営

移譲時の３条使用貸借期間満了に伴うものです。 

 

次に２番竹松 黒丸町の農地、地目 田、合計面積 ４，９２１㎡、貸付申込者及び借入

申込者は記載のとおりです。 

申込者は水稲の作付を計画しており、利用権は記載のとおりです。 

 

次に３番竹松 富の原 2丁目の農地、地目 畑、合計面積２，９２３㎡、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。 

 

次に６ページ４番竹松 富の原 2丁目の農地、地目 畑、合計面積２，９２１㎡、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。 

 

次に５番松原 野岳町の農地、地目 田と畑 現況畑、合計面積５，８３９㎡、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、東彼杵町からの耕作証明書を添付しており、６４，１６６㎡の農地経営を行っ

ており、今回の取得面積と併せて７０，００５㎡で下限面積要件を満たしております。なお、

茶の作付を計画しており、利用権は記載のとおりです。 
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第３号議案の申込者は、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３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３号議案は、承認することとします。 

続いて、７ページ、第４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、８ページ、第５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４号議案及び第５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。 

 

○事務局 

７ページ、第４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８

ページ、第５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４号議案２番鈴田、第５号議案１番鈴田、小川内町の農地、地目 畑、

合計面積２，６５６㎡、集積計画の貸付申込者は、配分計画の借入申込者は、記載のとおり

です。 

申込者は野菜の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

次に２行目、第４号議案１番鈴田、第５号議案２番鈴田、小川内町の農地、地目 畑、合

計面積３，５３６㎡、集積計画の貸付申込者は、配分計画の借入申込者は、記載のとおりで

す。申込者は野菜の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 
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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４号議案及び第５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＞ 

 

○議長 

ご異議がありませんので、第４号議案については、承認することとし、第５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、９ページ、第６号議案「大村農業振興地域整備計画の変更について」を議題とし

ます。事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

 第６号議案「大村農業振興地域整備計画の変更について」は申請地を農用地から除外する

ことについて、農業委員会に対し市長から意見を求められているものです。 

１番鈴田、陰平町の農地、地目 田、面積３５６㎡、申請者及び所有者は、記載のとおり

です。場所は、農用地です。除外後は、５条の許可申請を提出し、娘さんが住宅を建築する

予定です。 

被害防除計画では、盛土１．１ｍ～１．３ｍ、擁壁を設け、建物の高さを加減するとなっ

ています。雨水は既設側溝に接続と汚水と生活雑排水は、下水道接続となっております。周

辺は北側に農地があります。 

 

○議長 

それでは、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 

 それでは、１番鈴田については、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、岩松町の農地、地目 畑、面積１，４３２㎡、申請者及び所有者は、記載のと

おりです。場所は、農用地です。除外後は、５条の許可申請を提出し、資材置き場として使

用する予定です。 

被害防除計画では、現状のまま利用するとあります。雨水は既設水路に接続で、汚水と生

活雑排水はなしとなっております。周辺には農地はありません。 
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○議長 

それでは、２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 

 それでは、２番鈴田については、支障のない旨を回答することとします。 

続いて３番福重、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

 ３番福重、立福寺町の農地、地目 田、合計面積２，２８５㎡、申請者及び所有者は、記

載のとおりです。場所は、農用地です。除外後は、５条の許可申請を提出し、資材置き場と

して使用する予定です。 

被害防除計画では、切土１．５ｍ、また計画地外周には既存のあぜがあるため土砂流失の

恐れはないとあります。雨水は既設水路に接続で、汚水と生活雑排水はなしとなっておりま

す。周辺には農地はありません。 

 

○議長 

それでは、３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 

 それでは、３番福重については、支障のない旨を回答することとします。 

続いて、１０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番西大村及び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。 
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○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。 


