
 

総会議事録（第７回） 

 

１ 開催日時 令和２年１０月２７日（火）１４時００分～ 

２ 開催場所 大会議室 

３ 出席委員（３2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 

５番 田川 康浩    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 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（１５名） 

１番 原  正人  ２番 平山 清孝  ４番 小川 國治  ５番 井上 秀明 

  ６番 福田 文夫  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 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）         ６番  山口 正治  １３番 渡邊 和秋 

○農地利用最適化推進委員（４名） ３番 渡辺 和久   ７番 林  敏弘 

                １４番 畠田 義博  １５番 森  良広  

 

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  土地改良法第３条の規定による資格証明について 

第７号議案  農地利用最適化推進委員の辞任同意願いについて 

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 藤田 正博 

   

１ 開会 



 

○事務局長 

ただいまから「令和２年度第７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。 

6番農業委員、１３番農業委員、３番推進委員、７番推進委員、１４番推進委員、１５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 

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番竹松、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番竹松、竹松町の農地、地目 

田 現況 畑、面積５２７㎡、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、初

年度は玉ねぎ、次年度以降はサツマイモを栽培する計画で、玉ねぎは反当り３０００ｋｇ、

サツマイモは反当り３６００ｋｇ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、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○○さんが求められるのですが、前々回ぐらいに○○さんが売却の申請が出ていた

のですが、その代わりといってはなんですけども、家の近くに農地を求められたと言うこと

です。農家の方が農地を求められるので何も問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

○議長 

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、1番竹松は許可することとします。 

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、小路口町の農地、地目 田、面積１，１２２㎡、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、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、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 

ここは、前、海岸そばにあった土地を今年売られました。その代わりじゃないですけど 

も、自分の家に近い方に農地を求められるということです。農家さんであり、農協の組合員

でもありますので何も問題ないと思います。 

 

○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番竹松は許可することとします。 

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、事務局から説明をお願いします。 

 

○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 畑、面積 ４１２㎡、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、現状のまま利用するとなっており、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。周辺は、東側北側が農地です。資金については、住宅ローン仮審査終了案内

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 

ただ今ご説明があったとおりです。23日の日に 4名で現地確認にいきました。市道に面し

ておりまして、面積が 412 ㎡です。周辺農地は、東と北側といわれましたが、申請地は石積

が設置してあり、特に問題はないかとおもいます。下水は公共下水道に接続、雨水は市道側溝

に放流ということで特に問題ないかと思います。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番三浦、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

２番三浦、今村町の農地、地目 畑、面積 １３０㎡、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用駐車場として使用するものです。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、現状のまま利用し、擁壁を設けるとなっています。建築物は無しで、雨

水排水は自然流下、汚水、生活雑排水は発生しないとなっています。周辺は、東側南側が農地

です。資金については、住宅ローン事前審査回答を確認しております。 

 

○議長 

それでは、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、先月の総会で 2区画の住宅の申請が有り許可相当となったところの譲渡人所有の 

残地です。先月の 2区画の住宅の内、北側の方が駐車場を作るというものです。周囲は、南側

は野菜が作ってあります。北側は保全管理の状態です。保全管理の畑の石垣が崩れている部分

があるため、コンクリート擁壁をされる予定となっています。雨水は自然流下で特に問題ない

と思います。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

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、２番三浦は、許可相当とします。 

続いて３番鈴田、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

３番鈴田、小川内町の農地、地目 田、面積 ４８９㎡、使用貸人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。本件は借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、現状のまま利用し、隣地との間にはブロックを設け、建物の高さを加減

するとなっています。雨水排水は溜枡から河川へ放流、汚水、生活雑排水は合併浄化槽で処理

し、河川へ放流となっています。周辺は、北側南側が農地です。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、３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、周りの農地は○○さんのものであって、一応管理をされていますが、田は作ってお

られません。今オリーブを植えてありますので日照等も問題ないです。雨水は河川に放流し、

汚水は合併浄化槽を介して河川に放流となっています。特に問題ないかと思います。ご審議よ

ろしくお願いします。 

 

○議長 

３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、３番鈴田は、許可相当とします。 

続いて４番鈴田、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

４番鈴田、陰平町の農地、地目 田 現況 畑、面積 ３５６㎡、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。本件は借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１種農地です。なお、本案件は、７月総会議案で農

用地区域から除外され、また第 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１．１ｍ～１．３ｍ、擁壁を設け、建物の高さを加減するとなって

います。雨水排水は溜枡から道路側溝へ接続放流、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、北側が農地です。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。 

 

○議長 

それでは、４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、下の田も○○さんのものですので問題ないと思います。雨水等は問題ないと思い 

ます。汚水も公共下水道接続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 

４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、４番鈴田は、許可相当とします。 

続いて、５番大村、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

５番大村、三城町の農地、地目 畑、面積 ４２２㎡、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、農振外の第３種農地です。本案件は、平成７年に転用が許可されていますが、当初転用

者が死亡しているため、転用が実行されておらず、再度５条申請を行うものです。 

被害防除計画では、盛土０．７ｍ、切土０．７ｍ、法面保護をするとなっています。雨水は

既存の側溝に接続、汚水、生活雑排水は公共下水道へ接続となっています。周辺は、里道を挟

んで東側西側が農地となっています。資金については、住宅ローンの仮審査終了のお知らせを

確認しております。 

 

○議長 

それでは、５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、脇に市道があります。公共下水道も整っておりまして、雨水も側溝があります。周

りの農地はミカン畑がありますが、道路に直接出入りをする形で農地には直接影響はないと見

て参りました。ただ、平成７年に転用をされた後、転用が実行されてなくて、農地としてその

まま残った形でした。そして今回の申請になりました。申請自体には問題ないとみて参りまし

た。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 



 

５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、５番大村は、許可相当とします。 

続いて、６番西大村、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

６番西大村、桜馬場１丁目の農地、地目 畑、合計面積２，９９５㎡、実測面積２，９９５．

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、１４区画の分譲

宅地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０．１ｍ～０．６ｍ、擁壁を設け、建物建設時には緩衝地を２ｍ程

度設けるとなっています。雨水は既存の側溝に接続、汚水、生活雑排水は公共下水道へ接続と

なっています。周辺は、里道を挟んで南側が農地となっています。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。 

 

○議長 

それでは、６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、先ほど事務局から説明があったとおりです。ここ一体は○○さんの農地です。下に

は里道があります。ここは相続のために手放されるということです。道路は両方に公共下水道

通っていまして、雨水側溝も入っていまして何ら問題ないかと思ってみて参りました。また、

道下に農地が残りますが、それも○○さんの農地ですので何ら問題ないかと見て参りました。

ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

６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、６番西大村は、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 ２，８６７㎡、併用地を併せた全体面積

は２，９３３㎡、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、９区

画の分譲宅地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。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、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、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 

今事務局から説明があったとおりです。新しい都市計画道路が出来まして、一部道路に買 

収されていますけども、それから入る道をまず作るということです。その道になる予定の農

地が○○さんの農地です。そしてその途中に用水路があります。これは活かして機能すると

言うことです。その奥が○○さんの農地であります。元々水田で、ここを売ると言うことで

す。汚水は公共下水道に通し雨水も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 

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、鬼橋町の農地、地目 畑と山林 現況 畑、面積 ９９６㎡、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１ｍ、擁壁を設け、緩衝地を１ｍ程度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

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 

 今事務局が説明されたとおりでございます。これも新しい都市計画道路沿いの農地でござ

います。一部は、もう不作地にされています。この残地が道路沿いにありまして、ここを宅



 

地ということです。宅地については問題ないのですが、道のすぐ上に水路とありますが水路

が通っています。上の方には宅地・畑があります。ここは専業農家の宅地・畑でございま

す。左側の宅地は擁壁がありますので問題ないと思います。問題は、畑ところの雨水を、擁

壁１ｍ上げるとなっておりますので、雨水はどこに流れるのかという疑念があります。これ

はまちがいなく畑に水が浸かってしまうと思います。そうなれば、左側の宅地の擁壁のとこ

ろから水路までの水路を通していただかないと上の畑は雨により水没してしまい、下手すれ

ば右側の宅地まで水没してしまうのではないかと考えます。それと気になったのが、下の水

路ですが、上の畑よりも高い位置にあるのです。ということは、水路に落ちないということ

です。そこら辺は考慮する点ではないかと思います。ご審議お願いします。 

 

○委員 

 少し付け加えて説明します。上の畑を持っている人にも現地に来てもらって話を聞きまし

た。一番左側に水路がないから、右の畑は左右２宅地よりも一段低いものです。右の宅地

は、どうしても道路の右側に捌けないといけないんですよね。「左側の宅地の端に水路を通す

ことで納得しますか。」ということには同意されました。ただ下の水路となっているところが

若干高いかなと思っているんですけど。全面的に畑の方がちょっと高め目ではあるんです

よ。道路の方に少しは下がってきているんですが。そこで業者さんに、上の畑の雨水が多い

ときにどうしたよいかという事を設計に入れてくれというお願いをしたいと思います。上の

宅地の人には、そのくらいでよいと確認しました。ですから、宅地の図面左側のところに水

路を上の畑から下の道路まで通るようにお願いしたいです。 

 

○議長 

今のところ、設計は、そのようになっていないのですか。 

 

○事務局 

今のところ、そのような排水路の計画はなされていません。 

 

○委員 

その要件を事業者へ伝えてもらったら、上の畑の所有者も納得すると言っていましたの

で、それだけは、条件につけてほしいと思います。 

 

○事務局 

 担当者と、業者の方と話をさせるようにいたします。 

 

○議長 

それでは、条件付と言うことで、８番竹松は、条件付許可相当としてよろしいですか。 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 



 

それでは、この点は、事務局の方からしっかり条件付きということでお願いをいたしま 

す。そういうことで、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、黒丸町の農地、地目 田、面積１，９６９㎡、実測面積１，９６９．５６㎡、

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１１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０．６７ｍ、擁壁を設け、建物を建てる際には隣接地と距離を取

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、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、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、宅地に囲まれて造成がかかって宅地に囲まれているとこです。どちらかというと

農業もやりにくいところでした。それで今回処分するようにしたということです。水路関係

は、この田のために水を川から取っていて、落とし水といいますか、それを下の川の方に戻

すというふうになっているみたいです。他のところにはまったく迷惑はないようになってい

ます。汚水は公共下水道に接続となっていますので何ら問題ないと思って見ていました。 

 

○議長 

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、３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。事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

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」、 

1番三浦 今村町の農地、地目 畑、合計面積１０，９０７㎡、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２番三浦 今村町の農地、地目 田と畑、合計面積８，７９５㎡、貸付申込者及び借入



 

申込者は記載のとおりです。本案件は第４号議案集積計画１６番三浦と第５号議案配分計画３

４番三浦と関連があります。 

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４ページ ３番三浦、鈴田 今村町の農地、地目 畑と田、合計面積２３，２９３㎡、

貸付申込者及び借入申込者は記載のとおりです。 

申込者はみかんと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５ページ４番三浦 今村町の農地、地目 田、合計面積３，２８３㎡、貸付申込者及び

借入申込者は記載のとおりです。本案件は第４号議案集積計画４２番三浦と第５号議案配分計

画２８番三浦と関連があります。 

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５番大村 赤佐古町の農地、地目 畑、合計面積３，５７０．５㎡、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番大村 東大村１丁目の農地、地目 畑、面積３，５７０㎡、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７番大村 東大村１丁目の農地、地目 原野と畑と公道 現況 畑、合計面積７，７７

９㎡、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８番大村 徳泉川内町の農地、地目 田、面積３，０６７㎡、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９番竹松 富の原２丁目の農地、地目 畑、面積９７０㎡、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 富の原２丁目の農地、地目 畑、面積１，００３㎡、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 富の原２丁目の農地、地目 畑、面積９９７㎡、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１２番竹松 大川田町の農地、地目 畑、合計面積３，００６㎡、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番福重 今富町の農地、地目 田 、合計面積４，９７９㎡、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７ページ１４番福重 皆同町の農地、地目 田、合計面積３，１１７㎡、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１５番福重 草場町の農地、地目 田、合計面積５，８１０㎡、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。 

 

以上第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、８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、１８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 

８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１８

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。資料

１をご覧ください。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のページごとに説明していきます。まずは資料１の１ページ目です。第５号議案配分

計画１番三浦は第４号議案集積計画２０番三浦と関連があります。 

配分計画２番三浦は集積計画８番三浦と３０番三浦と関連があります。 

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、設定する利用権は記

載のとおりです。 

 

次に資料１の２ページ目です。第５号議案配分計画３番三浦は第４号議案集積計画２６番三

浦と２９番三浦と関連があります。 

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、設定する利用権は記

載のとおりです。 

 

次に資料１の３ページ目です。第５号議案配分計画４番三浦は第４号議案集積計画２８番三

浦と関連があります。 

配分計画５番三浦は集積計画６番三浦と関連があります。 

配分計画６番三浦は集積計画２７番三浦と関連があります。 

配分計画７番三浦は集積計画２４番三浦と関連があります。 

配分計画８番三浦は集積計画１番三浦と関連があります。 

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、設定する利用権は記

載のとおりです。 

 

次に資料１の４ページ目です。第５号議案配分計画９番三浦は第４号議案集積計画２１番三

浦と関連があります。 

配分計画１０番三浦は集積計画３５番三浦と関連があります。 

配分計画１１番三浦は集積計画１８番三浦と２６番三浦と関連があります。 

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、設定する利用権は記

載のとおりです。 

 

次に資料１の５ページ目です。第５号議案配分計画１２番三浦は第４号議案集積計画１４番

三浦と関連があります。 

配分計画１３番三浦は集積計画１２番三浦と関連があります。 

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、設定する利用権は記

載のとおりです。 

 

次に資料１の６ページ目です。第５号議案配分計画１４番三浦は第４号議案集積計画５番三



 

浦と７番三浦と関連があります。 

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、設定する利用権は記

載のとおりです。 

 

次に資料１の７ページ目です。第５号議案配分計画１５番三浦は第４号議案集積計画４番三

浦と３６番三浦と関連があります。 

配分計画１６番三浦は集積計画３番三浦と関連があります。 

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、設定する利用権は記

載のとおりです。 

 

次に資料１の８ページ目です。第５号議案配分計画１７番三浦は第４号議案集積計画２３番

三浦と４１番三浦と関連があります。 

配分計画１８番三浦は集積計画４３番三浦と関連があります。 

配分計画１９番三浦は集積計画４１番三浦と関連があります。 

配分計画２０番三浦は集積計画１０番三浦と関連があります。 

配分計画２１番三浦は集積計画１７番三浦と関連があります。 

配分計画２２番三浦は集積計画３２番三浦と関連があります。 

配分計画２３番三浦は集積計画１３番三浦と関連があります。 

配分計画２４番三浦は集積計画２５番三浦と関連があります。 

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、設定する利用権は記

載のとおりです。 

 

次に資料１の９ページ目です。第５号議案配分計画２５番三浦は第４号議案集積計画３１番

三浦と関連があります。 

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、設定する利用権は記

載のとおりです。 

 

次に資料１の１０ページ目ですが、１０ページから１３ページまでは全て第５号議案配分計

画２６番三浦の関連となりますので一括して説明いたします。 

 

１０ページ目は、第４号議案集積計画２番三浦、９番三浦、１１番三浦と関連があります。 

１１ページ目は、第４号議案集積計画１４番三浦、１５番三浦、１９番三浦、２２番三浦、

２６番三浦と関連があります。 

１２ページ目は、第４号議案集積計画３３番三浦と関連があります。 

１３ページ目は、第４号議案集積計画３４番三浦、４４番三浦、４５番三浦と関連がありま

す。 

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、設定する利用権は記

載のとおりです。 

 

次に資料１の１４ページ目です。第５号議案配分計画２７番三浦は第４号議案集積計画 



 

３４番三浦と関連があります。 

配分計画２８番三浦は集積計画４２番三浦と第３号議案利用権設定４番三浦と関連があり

ます。 

配分計画２９番三浦は集積計画４０番三浦と関連があります。 

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、設定する利用権は記

載のとおりです。 

 

次に資料１の１５ページ目です。第５号議案配分計画３０番三浦は第４号議案集積計画 

３９番三浦と関連があります。 

配分計画３１番三浦は集積計画３８番三浦と関連があります。 

配分計画３２番三浦は集積計画３７番三浦と関連があります。 

配分計画３３番三浦は集積計画３６番三浦と関連があります。 

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、設定する利用権は記

載のとおりです。 

 

次に資料１の１６ページ目です。第５号議案配分計画３４番三浦は第４号議案集積計画 

１６番三浦と第３号議案利用権設定２番三浦と関連があります。 

配分計画３５番福重は集積計画４６番福重と関連があります。 

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、設定する利用権は記

載のとおりです。 

なお、配分計画３５番福重の借入申込者は、新規就農の下限面積に達していませんが、令和

２年９月総会時に福重地区委員と協議し、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。申込者はバニラビーンズの作付を計画して

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。 

次に、２９ページ第６号議案「土地改良法第３条の規定による資格証明について」を議題と

いたします。事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 



 

第６号議案「土地改良法第３条の規定による資格証明について」１番鈴田、事業名 県営水

利施設等保全高度化事業（区画整理工種、農業用用排水施設工種）、施行地区名 鈴田・内倉地

区、施行区名 鈴田・内倉地区、事業の内容 区画整理工種 農業用用排水施設工種、資格者

は、記載のとおりです。 

本事業に対する同意者は、３０ページに一覧表をつけています。 

本件は、大村市長が県知事に対して、土地改良法第 87条の３第 1項の規定による土地改良

事業の認可申請を行うにあたり必要な、同法第 3 条の規定による資格証明を農業委員会へ依

頼したものです。市の担当課は農林水産整備課です。 

第 3 条を参考として下に書いていますが、土地改良事業に参加する資格を有する者として、

１号から４号まであり、1 号、３号は所有者、2 号は農業委員会が承認した所有者、または、

その農地について耕作の業務を営む者、４号は所有者、または、所有者の同意を得て申し出た

者となっています。3０ページの一覧表の同意者は、１号から４号までに該当する者であり事

務局の農家台帳で確認しております。 

 

○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 

 現在の状況を申します。水について、水の井戸が一回目出ませんでした。近くの○○と共同

の井戸があるのですが、そこは水量が多くて、共同で使用することで、一日４００トン確保で

きる見通しがつきました。来年から正式な認可を受けてします。区画の分譲は終わって、あと

は個人の同意書をもらうことになります。市外の人が結構いらっしゃって、それで時間がかか

っています。工事に入って、５年後を目標に、ほとんどは果樹はミカンが多いんです。あとは

野菜を作る方が農家が何軒かいらっしゃいます。野菜が３人ぐらいです。そういう状況です。 

 

○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。 

6号議案について、いかがでしょうか 

 

 ＜ 異議なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、1番鈴田の一覧表の同意者は、「土地改良事業への参加資格がある。」

旨を証明することとします。 

次に、第７号議案「農地利用最適化推進委員の辞任同意願いについて」を議題といたします。

事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

第７号議案「農地利用最適化推進委員の辞任同意願いについて」資料はありません。 

竹松地区の畠田推進委員から、今月６日に１０月２７日付けをもって辞任したいとの届出が



 

提出されました。今年の夏ぐらいから体調を崩されており、復帰されることを期待して体調を

見守っておりましたが、本人が現在の病状では今後の委員活動は無理であると判断され、辞任

を決断されたものでございます。 

推進委員の辞任は、農業委員会等に関する法律第２3条で「正当な事由があるときは、農業

委員会の同意を得て辞任することができる」となっております。辞任の理由が正当であるかど

うかは、社会通念に従い判断すべきで、農業委員会の同意は総会の議決、すなわち辞任申出者

を除く総会出席者の過半数の賛成によって行うことになっておりますので、出席委員に伺うも

のです。 

なお、推進委員の補充はできるだけ速やかに実施したいと考えております。 

 

○議長 

ただ今の件について、皆さんから質問等、ありませんか。 

質問等なければ、辞任に同意するということでよろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

それでは、辞任に同意したとさせていただきます。あとは、事務局のほうで手続きを進めて

ください。 

続きまして、３１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番松原 東野岳町の農地、地目 田、面積１，７５２㎡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、３２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２号について、何かご質問等はありませんか。 

 

○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。 


