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総会議事録（第５回） 

 

１ 開催日時 令和２年８月２６日（水）１４時～ 

２ 開催場所 大会議室 

３ 出席委員（３５名） 

○農業委員（１８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 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（１７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 １１番 山上  傳 １２番 井本 忠之 １３番 上野祐太郎 

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（１名）        １２番 髙見  健  

○農地利用最適化推進委員（２名） １０番 川副 博司 １４番 畠田 義博 

 

５ 議  題 第１号議案  農地法第４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４号議案  非農地通知申出書による非農地通知の件 

第５号議案  違反転用について 

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 

 

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  
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１ 開会 

○事務局長 

ただいまから「令和２年度第５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。 

１２番農業委員、１０番推進委員、１４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、２番農業委員、１８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、第１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。事

務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

第１号議案、「農地法第 4条の規定による許可申請の件」 

最初の 1番西大村につきましては、申請人より申請取下げがあったため、当該議案の削

除をお願いします。 

 

○事務局 

それでは２番竹松から説明いたします。富の原 1丁目の農地、地目は畑、面積は１，２

４１㎡、申請者は記載のとおりです。本件は、申請地にアパートを建築し生活の安定を図り

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０．３ｍ、アスファルトで舗装し、隣接地とは９．５ｍ以上離し

て建築するとなっています。雨水は既設側溝に接続し、汚水・生活雑排水は公共下水道に接

続するとなっています。周辺には、道路を挟んで東側に農地があります。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、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。 
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○委員 

 ここは、右の方に畑があるんですけども、間に道路が入っていて、左側は宅地になってい

ます。下の方も住宅地となります。下水生活雑排水については公共下水道が入っております

し、雨水排水も前面側溝に放流ということですので問題ないと思って見てまいりました。上

の宅地ですが、申請者の土地で問題ないと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○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、２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番三浦、事務局から説明願います。 

 

〇事務局 

第２号議案「農地法第 5条の規定による許可申請の件」 

１番三浦、今村町の農地、地目 田、面積 ８１０㎡、贈与者及び受贈者は記載のとおり

です。契約は贈与です。本件は特定建築条件付き土地として、定住希望者に提供するもので

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「集落接続」に該当いたします。 

被害防除計画では、盛土１．２５ｍ、擁壁を設けるとなっており、建物の高さも５．５ｍ

程度に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。また、受贈者は宅地建物取引業者免許

証を所持しております。 

 

○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 

只今の場所について、平成元年に今村土地改良区で基盤整備をしましたが、申請地は、そ

の基盤整備に入っていないところになります。２２日に三浦地区農業委員、推進委員４名で

現地確認をしてきました。先ほどから説明されているように少し土地が低くなっております。

１．２５ｍ盛土をされて造成され、雨水は南側の水路に放流されるということです。近くに

は下水道が通っており、４名共に、特に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。 
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○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 畑と農道、合計面積 ４６４㎡、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、祖母が所有する申請地に

住宅を建築し永住したいとするものです。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「集落接続」に該当いたします。

また、農道部分については既に２００㎡未満で許可不要の農業用施設届出が提出されていま

す。 

被害防除計画では、盛土０．５ｍ、コンクリートブロックを設置するとなっています。建

物は隣接地から２ｍ程度離して建築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。周辺は、西側以外は農地です。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、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、お孫さんが家を造られるということで、周囲に田がありますが、すべて所有者の 

○○さんの田です。雨水等は問題ありません。また、横に下水道が通っています。周りの田

は耕作されておらず、保全管理のみです。特に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 

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 

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番西大村、事務局から説明をお願いします。 
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〇事務局 

３番西大村、上諏訪町の農地、地目 畑、面積 ３４３㎡、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、木造平屋建て 1棟、及び駐車場 3台分を建築するも

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。周辺は、北側南側に農地があります。

資金については、融資予定証明書及び預金通帳の写しを確認しております。 

 

○議長 

それでは、３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、昨年から農地転用が行われているところで、西側の農地は売主さんの農地です。

東側の農地は、一段高くなって２ｍ～３ｍほど上がったところになります。南側は宅地です

ので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 

３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、乾馬場町の農地、地目 畑、面積 １，１８４㎡、併用地を含めた合計面積

は１，３６８．５６㎡、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０．７ｍ、擁壁を設けるとなっています。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、融資証明書を確認しております。また、譲受人は宅地建物取引業者免許証

を所持しております。 

 

○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。 
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○委員 

 ここは、説明がありましたとおり周りは、東側が JR大村線です。ここだけ農地が残っ

ていたところです。公共下水道、雨水排水関係もしっかりしていますので、特に問題ない

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 

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番萱瀬、事務局から説明願います。 

 

〇事務局 

５番萱瀬、宮代町の農地、地目 畑、面積 ２３２㎡、併用地を含めた合計面積は、２７

９．５３㎡、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、受贈者が自

己住宅を建築するものです。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「集落接続」に該当いたします。 

被害防除計画では、盛土１．３ｍ、擁壁を設けるとなっています。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。周辺は、西側に農地があり

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、５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 

場所は、説明がありましたとおりでございます。地区農業委員・推進委員で現地を見てま

いりました。東側に本家があり、その下に家を建てられるということです。雨水下水も問題

ないと思います。両隣が親戚の方の家です。何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番萱瀬は、許可相当とします。 
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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 ５８６㎡、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３区画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。なお、農業用倉庫については既に２００㎡未満で許可

不要の農業用施設届出が提出されています。 

被害防除計画では、盛土０．４ｍ、擁壁を設けるとなっています。建物は隣接地から１ｍ

程度離して建築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。周辺は、北側が農地です。資金については、残高証明書を

確認しております。また、譲受人は宅地建物取引業者免許証を所持しております。 

 

○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 

この農地については、周辺が宅地に囲まれています。耕作はされていないようなところで

す。隣りの畑となっているところは、柿の木が植えてありました。雨水排水等は、公共下水

道もありますし、問題ないと思います。また、第三種農地ということで、周辺には影響はな

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。 

続いて、７番福重、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

７番福重、寿古町の農地、地目 畑、面積 ３３４㎡、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、譲受人が自己住宅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、造成は現状のまま利用するとあり、土留め工事及び擁壁を設けるとな

っています。建物は高さを加減して建築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。周辺は、西側が農地です。資金

については、住宅ローン仮審査終了のお知らせを確認しております。 
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○議長 

それでは、７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 

昨日、みなさんで見に行ったんですけど、ここは、周りは宅地がありまして、自己住宅を

建てるということで、また平屋を建てるということですので、日当たりは問題ないと思って

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、７番福重は、許可相当とします。 

続いて、３ページ８番福重、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

８番福重、寿古町の農地、地目 田、面積 ６，５２１㎡、併用地を含む合計面積６，６

８１．６７㎡、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、譲受人

が認定こども園、障がい者通所支援事業所のグラウンド、駐車場用地として使用するもので

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０．２～１．７２ｍ、擁壁を設け、法面保護を行い、U字側溝を

布設するとなっています。雨水排水は既存の水路に放流、汚水、生活雑排水はありません。

周辺は、水路を挟んで南側西側が農地です。資金については、残高証明書を確認しておりま

す。なお、譲受人は、長崎県から認定こども園認定書、指定障害児通所支援事業者指定書を

受けております。 

 

○議長 

それでは、８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 

この申請地は、１０年以上前から耕作されていませんで、耕作放棄地としてありました。 

申請地に係る水利組合の組合長さんから話を聞いてきましたが、西側の農地の水利関係には

問題は無いとのことでした。グラウンドと駐車場ということで日照関係も問題なく、現状は

荒れた状態ですので、問題ないと思って見てまいりました。よろしくお願いします。 

 

○議長 

８番福重について、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、８番福重は、許可相当とします。 

続いて、９番福重、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

９番福重、福重町の農地、地目 田、面積 ４５２㎡、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、譲受人が両親の近くに住みたいとして、自己住宅を建築

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、造成は現状のまま利用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するとなっています。周辺は、水路を挟んで南

側が農地です。資金については、住宅ローン保証審査結果通知書を確認しております。 

 

○議長 

それでは、９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 

 場所は、事務局から説明のあったとおりです。雨水については何も問題ないと見てまい 

りました。下水についても公共下水道につながるようにしてありますので、問題ないと思 

います。また、周辺農地の日当たり等もみんなで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 

９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、９番福重は、許可相当とします。 

続いて４ページ第３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」

を議題とします。1番福重、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

第３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番福重 沖田町の農地、地目 畑 現況は宅地、面積 ７９㎡、転用者は、記載のとお

りです。本件は、平成３年１０月に長崎県から転用許可を得ており、当初は申請者家族の住

居及び物置を建築予定であったが、その後家族の事情で計画が遅れていたところに、平成１
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９年国からの用地買収で面積が減少し、また申請者が隣接地の家から転居し、現在貸家とな

っていることから、借主の駐車場用地として利用したいということで計画変更申請書を提出

するものです。場所は、スライドのとおりで、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、造成は行わず現状のまま利用するとなっています。周辺には農地はあり

ません。雨水排水は既存水路に放流、汚水、生活雑排水は発生しないとなっています。資金

については、転用者本人が草刈りをするだけで発生しないとなっています。 

 

○議長 

それでは、１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、事務局の方から説明がありましたように、ここは郡川のすぐ横でありまして、元の土

地よりだいぶ狭くなりました。持ち主の奥さんが別の場所に住まわれています。今、元の家

は貸家になっています。昨日みんなで見てまいりました。７９㎡で、駐車場くらいにしかな

らないのでは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 

１番福重について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

○委員 

ここについて、土地の持ち主から電話がありました。狭い土地なのに書類とかの提出が必

要なのかと聞かれました。書類等は、行政書士の方等に依頼すればしっかりしてもらえるだ

ろうし、申請書類を出して農業委員会の許可をもらわないといけないよと伝えました。その

後、今回の申請になったのだろうと思います。 

 

○議長 

他に、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番福重については承認相当とします。 

続いて５ページ、第４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番福重、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

第４号議案「非農地通知申出書による非農地通知の件」１番福重、立福寺町の農地、地目 

田、面積 １，８３２㎡、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、農振内農用地外の第２種農地です。 
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○議長 

それでは、１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 

ここは、先月の総会であった太陽光の横に資材置場を造るという案件の隣りになります。

特に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 

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番福重は、非農地と判断し、これを通知することとします。 

続いて６ページ、第 5号議案「違反転用について」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 5号議案「違反転用について」、１番西大村、桜馬場２丁目の農地、地目 畑、現況 

宅地、合計面積１７４㎡、違反転用者は、記載のとおりです。本件は、経緯にあるように、

違反転用者の祖父が借家を建築するとして、平成 9年 7月に 4条及び 5条の転用許可を得

ていましたが、その後体調が悪くなったことから転用を実行できずに平成 16年に亡くなり

ました。その後、当該地を相続した違反転用者の母は転用許可の件を把握しておらず、平成

27年 2月に当該違反転用者が、農地法の許可を得ず自宅を建築し、現在も居住していると

いった状況であります。場所は、都市計画区域内、第３種農地です。 

本件については、長崎県農地利活用推進室から、「簡易手続相当の違反案件の基準」のい

ずれにも該当しないとして判断が示され通知があっております。 

また、県から「違反転用事案報告書」の提出を求められていますので、この報告書に「当

該土地は、都市計画用途地域内の第 3種農地であり、違反転用に伴う被害及び苦情は報告

されていない。また、違反転用者に過去の違反歴は無く、本案件は、当初から申請していれ

ば許可相当と見込まれる。以上のことから、原状回復が困難な状況を鑑み、顛末書を提出さ

せ、新たに第５条転用追認申請をさせることが妥当と判断する。」との農業委員会の意見を

付すため、本総会のご審議をお願いするものです。 

 

○議長 

それでは、１番について、西大村地区農業委員・推進委員お願いします。 
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○委員 

ここは現況のとおり、すでに家が建っておりまして、顛末書と後で追認の５条申請を提出

させるということでやむを得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 

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 

ご意見・ご質問が無いようですので、１番西大村については「顛末書を提出させ、新たに

農地法第５条転用追認申請を行わせるのが妥当」との意見を付すことを決定します。 

次に、７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「農業経営基盤強化促進事業による所有権移転の件」、 

１番鈴田 平町の農地、地目 田、面積２，１２８㎡、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、イチゴを栽培する計画で、反当り４．５トンの収穫見込みとなっていま

す。買受申込者は、認定農業者であり、イチゴ２０a、米４３a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 

 ここは、新幹線の工事が目の前で行われていまして、イチゴ団地として造成されて、この

中にイチゴをみんなで借りて作るような感じできたわけです。今度、譲受人は、半分以上が

イチゴをされていない方の土地になっていたので、自分の土地にして栽培をしようというこ

とになったということです。問題はないと思いますので、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 ＞ 
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○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。 

続いて、８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。事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

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」、 

1 番鈴田 岩松町の農地、地目 田、面積２，６６５㎡のうちの１，２００㎡、貸付申込

者及び借入申込者は記載のとおりです。 

申込者はイチゴの作付を計画しており、利用権は記載のとおりです。 

 

次に２番福重 皆同町の農地、地目 田、面積 ３，５１４㎡、貸付申込者及び借入申込

者は記載のとおりです。 

申込者は施設園芸を計画しており、利用権は記載のとおりです。 

なお、借入申込者は、実家の農地 １，４２４㎡、本案件の農地 ３，５１４㎡、合計面

積 ４，９３８㎡と下限面積を満たしておりませんが、集約的作付けを要する作物に関する

弾力的運用について、地元委員と協議し、承諾を得ております。 

 

以上第７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、９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、１０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 

９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

１０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。資料１をご覧ください。資料１の縦の欄、左から４列分が集積計画で、５列目から７列

目までが配分計画です。 

 

第８号議案１番大村、第９号議案１番大村、木場１丁目の農地、地目 田、面積２，００

８㎡、集積計画の貸付申込者と、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。 

 

第８号議案２番福重、第９号議案２番福重、寿古町の農地、地目 田、合計面積６，９８

１㎡、集積計画の貸付申込者と、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。 

 

＜ なし ＞ 

 

○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。 

以上をもちまして、本日の議事を終了します。 


