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総会議事録（第６回） 

 

１ 開催日時 令和２年９月２５日（金）１３時３０分～ 

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 城山 正巳  ２番 浅井 和巳  ３番 山口 明美  ４番 渡邉 重徳 

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 

  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（１８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 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（２名）        ５番 田川 康浩  １５番 寺坂 哲郎  

○農地利用最適化推進委員（１名） １４番 畠田 義博  

 

５ 議  題 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 非農地証明願の件 

第６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 

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 引き続き農業経営を行っている旨の証明（相続税）について 

報告第３号 引き続き特定貸付を行っている旨の証明（相続税）について 

報告第４号 納税猶予に係る特例農地等利用状況確認報告書について（相続税） 

 

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 
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１ 開会 

○事務局長 

ただいまから「令和２年度第６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。 

５番農業委員、１５番農業委員、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、３番農業委員、１７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 

〇議長 

それでは、１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番西大村、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 3条の規定による許可申請の件」1番西大村、古賀島町の農地、

地目 畑、面積２，８１８㎡、譲渡人及び譲受人は記載のとおりです。 

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

通野菜を栽培する計画で、反当り４０００ｋｇの収穫見込みとなっています。 

 

○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、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 今の事務局からのご説明のとおりです。譲渡人はここで一人で農業をされていました。本

人の耕作が難しくなったのかと思います。譲受人は後継者としてしっかり農業をされていま

す。この辺は宅地化が進んでいる中、立派に農業を続けておられる方です。ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○議長 
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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、1番西大村は許可することとします。 

続いて、２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番三浦、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」 

１番三浦、今村町の農地、地目 田 現況 畑、面積４３３㎡、申請者は記載のとおりで

す。本件は、自己住宅を建築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。なお、進入路については既に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、盛土切土はなく現状のまま利用するとなっています。雨水は既存水路

に放流し、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、公図上、

西側に農地があります。資金については、融資見込証明書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 

 ただいま、事務局からご説明があったとおりです。先月の総会で審議されたところから、

今村川を挟んで北側になります。申請者のお父さんは十年位前までここで農業をされていま

した。お父さんが亡くなり、申請者が相続されたそうです。申請地の奥が畑、後ろは竹が茂

っています。申請者は現在大村のアパートに住んでおられますが、家族が増えて手狭になっ

たということで今回自己住宅を建てられるということです。雨水は西側の小川に排水で、生

活雑排水は公共下水道に接続ということ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 

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。 
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○事務局 

２番西大村、松並 1丁目の農地、地目は畑、面積は４８７㎡、併用地を含めた合計面積

は６０１．８２㎡、申請者は記載のとおりです。 

本件は、6世帯入居のアパートを建築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、盛土切土はなく現状のまま利用するとなっています。雨水は道路暗渠

に放流し、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、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、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、周りはほとんど宅地です。東側に一部畑がありますが、家庭菜園程度ですし申請

地の東側なので耕作に影響は無いと思います。雨水排水、生活雑排水についても、雨水管、

及び公共下水道に接続されるということですので、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 

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。 

続いて、３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。 

お諮りします。１番三浦と、２番三浦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、１番三浦と、２番三浦は、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 

第３号議案「農地法第 5条の規定による許可申請の件」 
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１番三浦、今村町の農地、地目 畑、面積 １６３㎡、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、盛土０．３ｍ、擁壁を設けるとなっており、建物は隣地と間隔をあけ

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。周辺に、農地はありません。 

資金については、住宅ローン事前審査回答の写しを確認しております。 

 

２番三浦、今村町の農地、地目 畑、面積 １７０㎡、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、盛土０．７ｍ、擁壁を設けるとなっており、建物は隣地と間隔をあけ

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。周辺に、農地はありません。 

資金については、融資条件案内文書を確認しております。 

 

○議長 

それでは、１番及び２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、東側に住まいの方が頻繁に草払いをされています。申請地は、北から南に勾配が

ついておりまして、東側、及び南側に擁壁を設けるということです。北側に小さな道を挟ん

で農地がありますが、小さな農地ですので、耕作に影響はないと思います。雨水は市道側溝

に放流、生活雑排水については、公共下水道に接続ですので、何ら問題ないとみて参りまし

た。皆様方のご審議よろしくお願いいたします。 

 

○議長 

１番三浦、２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番三浦及び２番三浦は、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、東大村１丁目の農地、地目 田、面積 ７５㎡、賃貸人及び賃借人は、記載の

とおりです。契約は賃貸借です。本件は、もやし生産設備工場に必要な井戸施設として利用
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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、切土盛土はなく現状のまま利用するとなっており、砕石舗装を施すと

なっています。雨水は自然流下、汚水、生活雑排水は発生しないとなっています。周辺は、

地目は田となっています。資金については、農林水産振興事業補助金交付決定通知の写しを

確認しております。 

 

○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 

現地は、現在工場が建築中でした。その隣接の田を一部賃借して井戸を作るということで

した。田は、長く非耕作地でした。原野の隣の端に井戸を設けるということでしたので、何

ら問題はないかと思って見て参りました。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、桜馬場２丁目の農地、地目畑 現況宅地、合計面積１７４㎡、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、先月総会において建築済住

宅の違反転用について審議したものであり、その後県から追認許可相当として通知があった

ことから今回転用申請するものです。 

県の判断の理由としましては４つありまして、一つ目は、当初から申請していれば許可相

当であったと判断されること、二つ目は、当該違反転用により周辺農地や農業への影響がな

いこと、三つ目は、原状回復を行うことは物理的に難しいこと、四つ目は、違反者は故意に

違反したのではなく、反省の意を示しており、過去に違反転用を行ったことが無いことが判

断の基となっております。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。周辺は、西側に農地があります。資金

については、すでに建築済であるため発生しません。 

 

○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 

事務局の説明のあったとおりです。もう家も建っていまして、追認申請をするように県か

ら通知があったということで、やむを得ないと思います。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。 

続いて、５番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

５番竹松、大川田町の農地、地目 畑、面積 ８４９㎡、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。 

被害防除計画では、盛土０．００２～０．１７ｍ、切土０．０６～０．０８ｍ、既存のブ

ロック塀を利用、道路はアスファルト舗装を施すとなっています。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。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、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 

ただいま事務局が説明していただいたとおりでございます。場所は、都市計画区域内、農 

振外の第３種農地です。周辺に農地はほとんどなく、住宅に囲まれたところでございます。

雨水、生活雑排水の排水も適切にされるということですので、問題ないかと思っています。

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 
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異議なしということで、５番竹松は、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、宮小路３丁目の農地、地目 畑、面積 ４５１㎡、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２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０．３ｍ、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、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 

事務局のご説明のとおりです。ここは、周りはほとんど宅地となっています。申請地に２ 

区画分譲するということで、建物制限５ｍ以内ということです。北側に農地がありますが、

現況は家庭菜園程度ですので何ら問題ないかと思って見て参りました。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。 

お諮りします。続いて７番竹松を議題としますが、本案件は５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番竹松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、７番竹松、第４号議案１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 
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７番竹松、黒丸町の農地、地目 田、面積５３８㎡、前回許可分と併せた全体面積は１，

４５５㎡、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６月に長崎県から転用許可を得ていたが、隣接地を併せて転用すること

で、駐車場を増設しコインランドリーを建設したいとして、７番竹松で追加の転用申請を

し、また、第４号議案１番竹松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１ｍ、擁壁を設け、建物建築時に

は緩衝地を設けるとなっています。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、７番及び第４号議案１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、事務局から説明のあったとおり、上の２筆は６月に転用許可となっています。そ 

の後、今回申請地を購入できそうということで、今回の変更になりました。ここは、田です

が、持ち主に聞いたら、ここは上からの水路はなくて、井戸水を利用していたということで

す。道路を挟んだ田の水についても井戸水をつなげるということで、水の心配はないという

ことでした。南側の宅地は建物が建っています。特に問題はないかと思って見て参りまし

た。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

７番竹松及び第４号議案１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、第４号議案１番竹松については承認

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、黒丸町の農地、地目 田 現況 畑、合計面積 ２，２４０㎡、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９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０．３ｍ、緩衝地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。周辺は北側、東側に農地

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、譲受人は宅地建物取
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引業者免許証を所持しております。 

 

○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。 

 

○委員 

ここは、宅地化がずっと進んでいるところでございます。北側に田があります。現在の申

請地は畑となっております。雨水排水、下水関係も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 

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。 

お諮りします。続いて４ページ９番福重を議題としますが、本案件は５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」２番福重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、９番福重、第４号議案２番福重は、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 

９番福重、今富町の農地、地目 田 現況 雑種地、面積 ６８４㎡、実測面積は６８

４．６４㎡、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、昭和５９年１０月に長崎県から貸家を建設するとして転用許可を得ていたが、土

地取得後、諸事情により貸家建設の資金調達が困難となったため、譲渡人に売買し、建売分

譲４棟と通路を建築するとして、９番福重で転用申請をし、また、第４号議案２番福重で計

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、擁壁を設け、建物建築時には隣接地と距離をとる

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。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。 
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○議長 

それでは、９番及び第４号議案２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、事務局から説明のあったように、隣接地には農地もございません。別に問題ないかと

思ってみて参りました。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

９番福重及び第４号議案２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、第４号議案２番福重については承認

相当とします。 

続いて、１０番福重、事務局から説明願います。 

 

〇事務局 

１０番福重、皆同町の農地、地目 田、面積 ３５４㎡、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、使用借人が祖母所有地に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。なお、通路及び倉庫

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０．５ｍ、法面緑化工による法面保護を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、東側に農地があります。資金については、住宅ローン事前審査承認のお知らせを確認し

ております。 

 

○議長 

それでは、１０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 

先日、福重の皆さんと現地に行ってきまして、東側に田があり、北側にも少し田がありま

す。平屋ということと、境界ギリギリのところから建物が建つわけでもないので、日照面は

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、１０番福重は、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、福重町の農地、地目 田と畑、合計面積 １，８７６．２１㎡、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、建売条件付き用地７区画を建設す

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１．２ｍ、切土３．２ｍ、土留め工事、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、農地がありますが、

譲渡人の所有農地です。資金については、残高証明書及び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、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 

ここは、○○さんの農地がほとんどです。周りも○○さんの農地で、水路も○○さんにか

かるところです。水路は生かしてあります。周りの農地に影響するようなことはないです。

あと、北東側の田について農地改良届が出ています。今回造成の表土をとって、その北側の

農地の高さまで盛り土して段差をなくすということです。何ら問題ないかと思って見て参り

ました。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。 

続いて、６ページ第５号議案「非農地証明願の件」を議題とします。事務局から説明をお

願いします。 

 

〇事務局 

第５号議案「非農地証明願の件」 

1番萱瀬 荒瀬町の農地、地目 畑 現況は宅地、面積７４㎡、申出人及び利用者は、記
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載のとおりです。 

申出によりますと、昭和１０年２月に道路として買収された土地の残地であるが、その後

宅地の石積み及び垣根部分として使用してきたということです。 

 

○議長 

それでは、１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 

萱瀬地区の４名の委員で見て参りました。事務局が言われましたとおりで左側に市道が通

っていまして、市道に買収された土地の残地です。宅地の一部として利用されていました。

道路と宅地の高低差が１ｍ５０ｃｍくらいあり、石積みがされてあります。宅地の一部とし

て利用されているということを４人で見て参りました。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

ただ今の 1番萱瀬に対して、ご意見等ありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、１番萱瀬は、承認することといたします。 

続いて、７ページ、第６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６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 平町の農地、地目 田、面積１，３３２㎡、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番鈴田 陰平町の農地、地目 田、面積１，７９８㎡、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３番鈴田 陰平町の農地、地目 田、面積１，６１４㎡、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４番鈴田 平町の農地、地目 田、面積１，１８２㎡、貸付申込者及び借入申込者は

記載のとおりです。 
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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５番萱瀬 荒瀬町の農地、地目 田、面積４１０㎡、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６番萱瀬 荒瀬町の農地、地目 田、面積１，５２０㎡、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８ページ７番竹松 竹松町の農地、地目田と畑、合計面積１２，８４７㎡、貸付申込

者及び借入申込者は記載のとおりです。 

申込者は水稲と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８番竹松 富の原１丁目の農地、地目 畑、合計面積１，９２２㎡、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９番竹松 鬼橋町の農地、地目 畑、面積１，９０６㎡、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１０番竹松 今津町の農地、地目 畑、面積９０７㎡、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１１番竹松 竹松町の農地、地目 田、面積１，１１９㎡、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９ページ１２番竹松 黒丸町の農地、地目田と畑、合計面積６，０１７㎡、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１３番松原 野岳町の農地、地目 田と畑と山林 現況 田と畑、合計面積４，４９

１㎡、貸付申込者及び借入申込者は記載のとおりです。申込者については、７月の総会時に

も説明しましたが、東彼杵町からの耕作証明書を確認しており、下限面積要件を満たしてお

ります。 

申込者は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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以上第６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６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６号議案は、承認することとします。 

続きまして、１０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番竹松 黒丸町の農地、地目 田、面積１，１０２㎡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。 

 

２番松原 野岳町の農地、地目 田、面積１，６０９㎡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 

続いて、１１ページ、報告第２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２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
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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２号について、何かご質問等はありませんか。 

 

＜なし＞ 

 

○議長 

次に 1２ページ報告第３号「引き続き特定貸付を行っている旨の証明について」（相続

税）を議題とします。事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

報告第３号「引き続き特定貸付を行っている旨の証明について」（相続税） 

特定貸付とは、農地中間管理事業の推進に関する法律及び農業経営基盤強化促進法により

貸付けた場合には、納税猶予の対象となります。特定貸付による相続税の納税猶予継続につ

きましては、 

・相続人（猶予者）が被相続人から農地を相続後、特定農地の貸付を引き続き行っている

こと。 

・相続税猶予適用農地となっている特定貸付農地が農業の用に供していること。 

が証明要件となっています。 

本人から貸付状況及び過去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、併せて地図システムの航空写真

による農地の確認を行い、地元農業委員へ貸付状況について確認した結果、１番西大村の相

続人は的確に特定農地を貸し付け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、何かご質問はありませんか。 

 

＜なし＞ 

 

○議長 

次に 1３ページ報告第４号「納税猶予に係る特例農地等利用状況確認報告書について」

（相続税）を議題とします。事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

報告第４号「納税猶予に係る特例農地等利用状況確認報告書について」（相続税） 

当該農地は、平成１７年４月１日以前に特例農地全部を担保として提供しているため３年

ごとの継続届の必要はありません。相続税猶予開始からもうすぐ２０年経つため、税務署か
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ら特例農地の利用状況確認があったものです。税務署から依頼のあった当該報告書につい

て、相続人本人から貸付状況及び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、併せて地図システムの航空写真による農地

の確認を行い、地元農業委員へ農地経営状況について確認した結果、１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、税務署に報告書

を提出したことを報告します。 

 

○議長 

それでは、報告第４号について、何かご質問はありませんか。 

 

〇議長 

 無いようでしたら、それでは以上をもちまして、本日の議事を終了します。 


