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総会議事録（第４回） 

 

１ 開催日時 令和元年７月２５日（木）１４時～ 

２ 開催場所 大会議室 

３ 出席委員（３７名） 

○農業委員（１９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 高見 健   １３番 久保 一誠 

１４番 藤﨑サヨ子 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 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 １０番 川添 博司 １１番 山上  傳 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 

○農地利用最適化推進委員（１名） １２番 井本 忠之 

  

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 農業経営基盤強化促進事業による利用権設定の件 

第６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７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 出口 孝 

係長 西浦 公治 

職員 石橋 一也   川原 進太郎   中野 孝亮 

   

１ 開会 

○事務局 

ただいまから「令和元年度第４回農業委員会定例総会」を開会いたします。 
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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ます。 

 

○事務局 

本日の出席委員は、定足数に達しております。 

１２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、１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３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、１番鈴田、陰平町の農地、地目 田、合計面積 302 ㎡を、規模拡大

のため購入する申請です。申請者は、記載のとおり、場所は、農振内農用地外の農地

です。 

なお、譲受人は、自作地 約 1.5haで農業経営を行い、下限面積を超えています。

トラクター、耕運機等の機械は所有されており、二人で農業に従事されています。農

業経験は約 60年、譲受人宅から申請地までは歩いて 10分以内、機械、労働力、技

術等の要件にも問題はないと思われます。 

 

2番鈴田、陰平町の農地、地目 田、面積 350㎡を、規模拡大のため購入する申

請です。申請者は、記載のとおり、場所は、農用地です。 

なお、譲受人は、記載のとおりです。 

 

３番福重、沖田町の農地、地目 田、面積 1,104㎡のうちの 2㎡に、3 年間の地

役権を設定し、仮設給水管を地中に埋めるものです。給水管は直径 2.5cm×60mで

す。申請者は記載のとおりです。 

 

４番福重、寿古町の農地、地目 田、面積 1,388㎡を、耕作の利便を図るため購

入する申請です。申請者は、記載のとおり、場所は、農用地です。 

なお、譲受人は、自作地 約 75a で農業経営を行い、下限面積を超えています。
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トラクター等の機械は所有されており、二人で農業に従事されています。農業経験は

54年、譲受人宅から申請地までは 500m、機械、労働力、技術等の要件にも問題は

ないと思われます。以上です。 

 

○議長 

それでは、1 番及び 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 

 （１番）この〇〇さんというのは、先ほど説明があったように、６０年以上専業農

家でやっておられまして、この場所は○○さんがあんまりやっておられてなくて結構

荒れていたんですね、それを○○さんが購入されて、特に問題ないと思います。 

 （２番）もう一人の○○さんの方も兼業といいますか、勤めておられた関係で、結

構畑なんか、荒らしておられる状態だったので、○○さんの方で購入されて、きれい

になって、農業をやられていますので特に問題ないということで判断いたしました。

皆さんのご審議、よろしくお願いします。 

 

○議長 

1番及び 2番について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、1 番鈴田及び 2 番鈴田は、許可することとします。 

次に 3 番及び 4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 

 （３番）先ほど事務局から説明がありましたように、この点線の先に車両基地が７、

８メーターぐらいの高さでできております。そこに水道を引きたいということで、右

側に道がありまして、そこに水道が来ておりますので、それから引っ張りたいという

ことで、ここの中に掘ってから入れるということでした。何も問題はないと思います

ので、皆様のご意見をお願いします。以上です。 

 

○委員 

 （４番）これはですね、○○さんの土地でありまして、○○さんが田を作りたいと

いうことで購入をされております。経験も豊富だし、何ら問題はないと思います。皆

様のご審議、よろしくお願いします。 
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○議長 

3番及び 4番について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、３番福重及び４番福重は、許可することとします。 

次に、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。 

事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

第 2号議案、１番西大村 上諏訪町の農地、地目 田、合計面積 1,952㎡の転用

申請です。申請者は、都市計画区域内（白地）、農振内農用地外の第２種農地です。 

土地利用計画は、申請地を賃貸駐車場とするものです。砕石舗装による駐車場 54

台分を建設予定です。資金は預金通帳で確認済みで、被害防除計画は盛土 1.4m、雨

水は自然流下と一部は西側に既設の水路がありますのでそこに放流となっています。

周囲に農地はありません。 

 

２番萱瀬 原町の農地、地目 畑、合計面積 499㎡、実測及び端数処理で全体面

積 501㎡の転用申請です。申請者は、記載のとおり、場所は、都市計画区域内（白

地）、農振内農用地外の第２種農地です。 

土地利用計画は、申請地を駐車場として利用する計画です。資金は残高証明書で確

認済みで、被害防除計画は現状のまま利用、転圧整地、砕石舗装、雨水は傾斜をつけ

て国道側へ流すのと、一部は自然流下、北側に農地があります。 

 

３番竹松 竹松本町の農地、地目 畑、面積 379㎡の転用申請です。申請者は、

記載のとおり、場所は、都市計画区域内（第 1 種住居地域）、農振外の第３種農地で

す。隣は先月転用申請されています。 

土地利用計画は、申請地を造園事業用地として資材置場などに利用する計画です。

資金は現保有自宅敷地から資材を移動するだけで、作業を転用実行者が行うため発生

しません。被害防除計画は現状のまま利用、整地のみ行い、雨水は市道側側溝に流す

のと、一部は自然流下、東西に少し農地があります。 

 

４番竹松 富の原 1 丁目の農地、地目 畑、面積 529㎡の転用申請です。申請者

は、記載のとおり、場所は、都市計画区域内（第 1種住居地域）、農振外の第３種農

地です。 

土地利用計画は、申請地に住宅と倉庫 1 棟を建設する計画です。資金は収用予定証

明書で確認済みで、被害防除計画は現状のまま利用、雨水は南側市道側側溝に流し、
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汚水も、南側市道公共下水道に接続です。敷地面積は 500 ㎡を超えますが、農家住

宅です。周囲に農地はありません。以上です。 

 

○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、補足説明をお願いしま

す。 

 

○委員 

 この土地はですね、長年休耕地で、別に作物も作ってなかったんですが、駐車場に

するという事です。周りに農地もありませんし、西側に水路があるんですけれども、

下の方の田んぼはなくて、ただ水路があって、川の方に流れていくだけですので、雨

水ですので、何ら問題ないとみんなで判断してまいりました。ご審議のほどよろしく

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。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、1 番西大村は許可相当とします。 

次に、２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 

 事務局から説明があったとおりでございますけど、本人さんの奥様が○○をされて

おられまして、現状は自分の庭でちょっと狭いという感じで生徒さんの車を停めさせ

ている感じなので、便利を良くするために、本人さんの畑があるわけでございますけ

ど、そこに現状のまま駐車場を造るということでした。２１日に現地を確認に行きま

したけど、別に問題はないというふうに感じました。皆様のご審議をよろしくお願い

します。 

 

○議長 

２番萱瀬について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、２番萱瀬は許可相当とします。 

次に、３番及び 4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
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ます。 

 

○委員 

 （３番）ここは、先ほど事務局の方から説明がありました、隣も先月、転用の方を

された場所でありまして、そのすぐ横になるんですけど、そこに資材置場ということ

で、倉庫も建てられなくて、ただ材料を置いたりとかするだけで、畑も少しあちらの

方にあるだけで、問題ないかと思って確認しました。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

○委員 

 （４番）ただいまご説明がありましたとおりで、住宅地の一角ということで、全て

排水関係も整備されておりますので、何ら問題ないと思って見てまいりました。皆様

のご審議をよろしくお願いします。 

 

○議長 

３番竹松及び 4番竹松について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、３番竹松及び 4 番竹松は許可相当とします。 

次に、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。第 3号議案中、3番大村は、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、第 3号議案 3番大村は、5ページ第 4 号議案、1番大

村と一括して審議することとします。 

1番から順に、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

第３号議案、１番鈴田 小川内町の農地、地目 田、現況 畑、合計面積 905 ㎡、

実測面積 950.39㎡の転用申請です。契約は売買。 

申請者は記載のとおり、場所は、都市計画区域内（白地）、農振内農用地外の第１

種農地ですが、第 1 種農地の特例である集落接続に該当するものです。 

土地利用計画は、申請地に特定建築条件付き土地 5区画を建設するものです。特定
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建築条件付き土地とは、平成３１年３月２９日付け農林水産省農村振興局長通知に基

づき運用開始されたものです。内容を簡単に申し上げますと、これまで土地の造成の

みを目的とする農地転用は、基本的に都市計画用途地域内のみしかできませんでした

が、この通知により、宅地造成後の土地を売買する転用が可能となりました。要件と

いうのが３つありまして、（１）転用事業者と土地購入者との土地の売買契約締結後、

おおむね３か月以内に転用事業者または転用事業者が指定する建設業者と建築請負

契約を締結することを約束すること。（２）（１）で述べたとおりおおむね３か月以内

に建築請負契約を締結しなかった場合には、土地の売買契約が解除されることが契約

書において規定されていること。（３）売れなかった土地が出た場合、転用事業者自

ら住宅を建設すること、です。 

これらの要件については、事務局の方で申請書及び契約書案等の添付書類の審査を

行い、申請にあたっての不備等はございませんでした。資金は残高証明書で確認済み

で、被害防除計画は盛土 0.3m、周囲には擁壁設置、雨水は東側から南側に側溝を設

けて、西側の既設水路放流、汚水は東と南の市道の公共下水道に接続です。周囲に農

地はありません。 

 

次に 2 番鈴田、大里町の農地、地目 田、面積 631 ㎡、実測面積 646 ㎡の転用

申請です。契約は使用貸借。 

申請者は記載のとおり、場所は、都市計画区域内（白地）、農振内農用地外の第２

種農地です。 

土地利用計画は、申請地を使用貸借し、駐車場とするものです。資金は残高証明書

で確認済みで、被害防除計画は現状のまま利用、雨水は自然浸透及び西側の素掘り側

溝から U 字側溝へ放流です。周囲に農地はありません。 

 

次に３番大村ですが、はじめに 5 ページ第 4号議案 1番大村をご覧ください。 

久原 1 丁目の農地、地目 畑、現況雑種地、合計面積 330 ㎡、全体面積 1,239.22

㎡は、変更後の全体面積を書いています。当初 1989 年、平成元年 9 月に工事で余

った廃材を置く予定で転用許可を受けていましたが、景気悪化で事業を縮小し、申請

地が不要になったため、今回変更承認申請されているものです。なお、当初は使用貸

借契約で所有者は○○さんのままでしたが、途中で相続によりお二人の共有になって

います。 

第 3 号議案３番大村が、変更後の 5 条申請で、申請者は記載のとおり、契約は売

買です。場所は、都市計画区域内（第 1 種住居地域）、農振外の第３種農地です。土

地利用計画は、平成元年９月に転用許可済みの１筆を含む申請地を、５区画の分譲宅

地とするものです。資金は残高証明書で確認済みで、被害防除計画は切土 0.8m、盛

土 1m、道路側以外は擁壁設置、雨水は溜桝を設置して自然浸透、汚水は北側の公共

下水道接続となっています。周囲に農地はありません。 

 

次に４番大村、久原 2 丁目の農地、地目 畑、合計面積 735 ㎡の転用申請です。
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契約は売買。 

申請者は記載のとおり、場所は、都市計画区域内（第 1 種低層住居専用地域）、農

振外の第３種農地です。 

土地利用計画は、申請地に 2区画の分譲住宅とするものです。資金は残高証明書で

確認済みで、被害防除計画は盛土 0.2～1.5m、区画には擁壁設置、雨水は北西側に

流して、既設水路に接続放流、汚水は西側から公共下水道接続です。周囲に農地はあ

りません。 

 

次に５番大村、玖島２丁目の農地、地目 畑、面積 317 ㎡、併用地を含む全体面

積 1,176.59㎡の転用申請です。契約は売買。 

申請者は記載のとおり、場所は、都市計画区域内（第１種低層住居専用地域）、農

振外の第３種農地です。 

土地利用計画は、申請地を４区画の分譲宅地とするものです。資金は融資証明書で

確認済みで、被害防除計画は切土 0.4m～1m、盛土 1.6m、周囲には擁壁設置、雨水

は中央の進入路に設ける側溝を通して、西側市道の既設側溝に接続放流、汚水も西側

市道の公共下水道に接続です。周囲に農地はありません。 

 

次に６番大村、武部町の農地、地目 畑、面積 701㎡、併用地を含む全体面積 773

㎡の転用申請です。契約は売買。 

申請者は記載のとおり、場所は、都市計画区域内（第１種低層住居専用地域）、農

振外の第３種農地です。 

土地利用計画は、申請地に住宅を建設するものです。資金は融資証明書で確認済み

で、被害防除計画は、盛土 1.7m、南西側に法面保護、雨水は雨水枡から進入路を通

って北側市道既設側溝に接続放流、汚水も市道の公共下水道に接続です。南西側に一

部農地があります。 

なお、面積が 500 ㎡を超えますが、南西側が傾斜地で法面部分が 260 ㎡と北東

側の進入路が 72㎡あるため有効面積が 441 ㎡となるものです。 

 

次に７番大村、東大村 2 丁目の農地、地目 山林、現況畑、合計面積 10,595 ㎡

の転用申請です。契約は売買。 

申請者は記載のとおり、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。 

土地利用計画は、申請地に太陽光発電設備を設置するものです。資金は残高証明書

で確認済みで、被害防除計画は現状のまま利用、雨水は自然に排水と南側道路既設側

溝へ放流、周囲に農地はありません。 

 

次に 4 ページ、８番大村、木場１丁目の農地、地目 畑及び田、合計面積 4,733

㎡、併用地を含む全体面積 5,039.29 ㎡の転用申請です。契約は売買。 

申請者は記載のとおり、場所は、都市計画区域内（第１種低層住居専用地域）、農
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振外の第３種農地です。 

土地利用計画は、申請地を２２区画の分譲宅地とするものです。資金は残高証明書

で確認済みで、被害防除計画は切土 1m、盛土 1.5m、周囲には擁壁設置、雨水は中

央の進入路に設ける側溝を通して、南西側道路の既設側溝に接続放流、汚水も南西側

道路の公共下水道に接続です。北東側に一部農地があります。 

 

○議長 

それでは、１番及び 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 

（１番）ここは、新幹線で工事が終わって周りが全部譲渡人の農地ですので、下の

ところに大きな水路が通っていまして、そこに雨水は流して、そこから川にそのまま

直接流しますので、水等は全く問題ないと思いますので、ご審議のほどよろしくお願

いします。 

（２番）宅地に囲まれて、ここだけ一角ポツンと残っていたところですので、周り

に農地はありませんのでまったく問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

○議長 

１番及び 2番について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、１番鈴田及び 2 番鈴田は、許可相当とします。 

次に、３番から８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 

（３番）先ほど事務局の方からご説明があったとおりでございます。周りにつきま

してはまったく農地はございませんし、転用する分にはまったく問題ないと思ってい

たんですけれども、現況のままではですね、入る道路の幅員が狭くて、車１台通るぐ

らいの幅だったんですが、計画を見てみますと、道路の拡張を計画されておりますの

で、何も問題はないんじゃないかと思いました。皆様のご審議をよろしくお願いいた

します。 

 

○委員 

（４番）この土地は、現地も住宅に囲まれていまして、擁壁を周りにしてありまし

たので、特に問題ないと見てまいりました。よろしくお願いいたします。 
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○委員 

（５番）先ほど説明があったように真ん中に通路ができるそうで、周囲には農地は

全然ありません。雨水は水路に、汚水は共同下水道に流すということで、別に問題な

ないと思います。審議のほどよろしくお願いします。 

 

○委員 

（６番）ここの場所についてはですね、５００㎡を超えるためにですね、転用面積

について理由書が提出をされておりまして、これについては、申請農地が面積制限５

００㎡を超えているため、分筆登記し制限内に収まるようできないか地権者に相談し

たが、わずかしか残地が残らないので、農地としても耕作が不便になり、一般の土地

利用についてもその価値は低くなるとのことにより、全部の買い取りを求められたそ

うで、理由書がついております。農地としてはですね、現地を確認しましたところ、

もうここだけということで、それから北側に市道が通っていて、そこに公共排水、流

されるわけでございまして、何ら問題ないと皆さんで確認してまいりました。皆様の

ご意見をよろしくお願いします。 

 

○委員 

（７番）去年の利用調査の時、オリーブの木が植えてあったんですけれども、今は

何もないような形であります。周辺はですね、主に市道というか大きな道路で囲まれ

てまして、周辺は道路と残地は山で囲まれてますので、あまり影響ないかなと思って

見てまいりました。以上です。 

 

○委員 

（８番）ここはですね、５、６年前からずっと利用状況調査をしてきているんです

けども、５、６年前から作付はしてありませんでした。近年はもう原野化してしまっ

ているという状況の土地です。周囲はかなり住宅が建っておりまして、近辺には農地

らしきものはまったくございませんので、計画通りの工事であれば、特に問題ないと

いうふうに見てまいりました。５０００㎡ぐらいの土地に２２区画ということで、か

なり広大な造成工事になっておりますが、特に問題ないというふうに見てまいりまし

た。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

○議長 

はじめに３番大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

次に４番大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。 
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 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

次に５番大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

次に６番大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

次に７番大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

次に８番大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、３番大村から８番大村は、許可相当とします。また、第４

号議案１番大村は承認相当とします。続けて、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

９番西大村、上諏訪町の農地、地目 畑、面積 697 ㎡の転用申請です。契約は売

買。 

申請者は記載のとおり、場所は、都市計画区域内（第１種低層住居専用地域）、農

振外の第３種農地です。 

土地利用計画は、申請地に住宅を建築するものです。資金は住宅ローン事前審査後

の正式申込の案内書面で確認済みで、被害防除計画は現状のまま利用、周囲を法面保

護、雨水は北側側溝から周囲の市道沿いの既設側溝に接続放流、汚水も市道の公共下

水道に接続です。西側に農地があります。 

なお、面積が 500 ㎡を超えますが、この辺りは高低差があり南北はモルタル吹付

の法面保護をすることで、実際の有効面積は 426.44 ㎡になるものです。 
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次に１０番西大村、古賀島町の農地、地目 畑、面積 267 ㎡の転用申請です。契

約は使用貸借。 

申請者は記載のとおり、場所は、都市計画区域内（第１種住居地域）、農振外の第

３種農地です。 

土地利用計画は、申請地に住宅を建築するものです。資金は住宅ローン仮審査後の

正式申込の案内書面で確認済みで、被害防除計画は盛土 0.9m、擁壁設置、雨水は進

入路沿いの既設側溝に接続放流、汚水も市道の公共下水道に接続です。南と西側に農

地があります。 

 

次に、11 番竹松 大川田町の農地、地目 畑、面積 526 ㎡、併用地を含む全体

面積 527.05 ㎡の転用申請です。契約は売買。 

申請者は記載のとおり、場所は、都市計画区域内（第 1 種住居地域）、農振外の第

３種農地です。 

土地利用計画は、申請地を 3区画の分譲宅地とするものです。資金は残高証明書で

確認済みで、被害防除計画は切土 0.4m、周囲には既設のコンクリートブロックがあ

り、雨水は南北に設ける進入路沿いの側溝を通して南側既設側溝に接続放流、汚水も

市道の公共下水道に接続です。南北に農地があります。 

 

次に、12 番福重 沖田町の農地、地目 畑、合計面積 1,310 ㎡、併用地を含む全

体面積 1,420.25㎡の転用申請です。契約は売買。 

申請者は記載のとおり、場所は、国道 34号線を松原方向に走り、郡橋を渡る手前

から左折して川沿いに下りたところで、都市計画区域内（第 1 種住居地域）、農振外

の第３種農地です。 

土地利用計画は、申請地を５区画の分譲宅地とするものです。資金は融資証明書で

確認済みで、被害防除計画は盛土 0.38～0.8m、周囲には擁壁設置、雨水は進入路に

設ける側溝を通して南側市道の既設側溝に接続放流、汚水も市道の公共下水道に接続

です。東西に農地があります。 

 

○議長 

それでは、はじめに９番及び 10 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 

（９番）宅地転用で５００㎡を超えていますけれども、この土地が法面と、上の方

も法面ですので、実質有効面積は５００㎡を下ってますので、また、周りが道ですの

で、西側の方に一部畑が残りますけれども、ここも耕作放棄地ですので、別に何ら問

題ないと見てきました。 

（１０番）これは、前回、農地転用があったところの残地です。子どもさんが家を

建てるということで、北側が宅地で、南側は一部畑と西側に畑が残るんですけれども、
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被害防除計画もきちんとされているので、何ら問題ないと見てまいりました。ご審議

のほどよろしくお願いします。 

 

○議長 

９番西大村及び 10 番西大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、９番西大村及び 10番西大村は、許可相当とします。 

次に、11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 

ここはですね、東側、西側はもう宅地に挟まれておりまして、一部ここに農地が残

っておった場所です。北側はちょっと細長い農地があるんですけども、家庭菜園的な

農地ですので、別に問題ないかなあと思って見てまいりました。皆様のご審議をよろ

しくお願いいたします。 

 

○議長 

11番竹松について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、11番竹松は、許可相当とします。 

次に、12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 

先ほど事務局の方から説明がありましたとおり、右側の人の畑は住所から言います

と長崎の人と２人持っておられるそうです、上の方の畑の方は、もう８０歳ぐらいの

方かな、もう作りきらんということで、今はちょっと草を払っているぐらいだそうで

ございます。下水なんかも水道も来てますので、何ら問題はないと思います。皆様の

ご審議をよろしくお願いします。 

 

○議長 

12番福重について、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 

異議なしということで、12番福重は、許可相当とします。 

続いて、６ページ、第５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５号議案、１番三浦 今村町の農地、地目 田、面積 1,518㎡、貸付申込者及

び借入申込者は、記載のとおりです。 

場所は、農振内農用地です。 

設定する利用権は、議案書記載のとおりです。 

 

次に、２番三浦 今村町の農地、地目 田、合計面積 5,075 ㎡、貸付申込者及び

借入申込者は、記載のとおりです。 

場所は、農振内農用地です。 

設定する利用権は、議案書記載のとおりです。 

 

次に３番三浦 今村町の農地、地目 田、合計面積 1,191 ㎡、貸付申込者及び借

入申込者は、記載のとおりです。 

場所は、農振内農用地外の第２種農地です。 

設定する利用権は、議案書記載のとおりです。 

 

次に４番大村 久原 1丁目の農地、地目 田、現況一部畑、合計面積 1,448㎡、

貸付申込者及び借入申込者は、記載のとおりです。 

場所は、農振外の第３種農地です。 

設定する利用権は、議案書記載のとおりです。 

 

以上、第５号議案の借入申込者は、権利取得後のすべての農地について年間を通じ

て耕作され、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各号の要件を満たしているも

のと考えます。以上です。 

 

○議長 

それでは、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 

異議なしということで、第５号議案は、承認することとします。 

続いて、７ページ、第６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
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の件」を議題としますが、第６号議案は、８ページの第７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６号議案及び第７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 

第６号議案及び第７号議案は、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が、（公財）長崎県農業振興公社でありますので、資料１を配布

しております。その資料と併せてご説明いたします。 

この表の縦の欄、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第６

号議案、3列目から７列目までが配分計画で第７号議案です。 

集積計画の貸付申込者○○様の農地を、３列目に書いている農地中間管理機構を通

して、配分計画の○○様が借り入れるものです。 

利用権を設定する農地の所在、地目、面積、設定する権利の期間等は記載のとおり

です。設定する権利は使用貸借権、借入地に水稲を計画されています。 

 

以上、第６号議案は、農業経営基盤強化促進法第 18 条第 3 項各号の要件及び第７

号議案は、農地中間管理事業の推進に関する法律第 18条第 4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号議案及び第７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 

異議なしということで、第６号議案については、承認することとし、第７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。 

それでは以上をもちまして、本日の議事を終了します。 

 


