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総会議事録（第５回） 

 

１ 開催日時 令和元年８月２８日（水）１４時～ 

２ 開催場所 コミセン第３会議室 

３ 出席委員（３３名） 

○農業委員（１６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  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 １３番 久保 一誠 １４番 藤﨑サヨ子 １５番 寺坂 哲郎 

 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（１７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 １１番 山上  傳 １２番 井本 忠之 １３番 上野祐太郎 

１４番 森  良広 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 

○農業委員（３名）         ４番 渡邉 隆弘  １２番 高見 健 

１６番 川本 康代 

○農地利用最適化推進委員（２名） １０番 川副 博司  １５番 野田 善則 

  

５ 議  題 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  農地中間管理事業による農用地利用配分計画の合意解約の件 

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 

第 10号議案 大村農業振興地域整備計画の変更について（農用地区域からの 

除外） 

第 11号議案 大村農業振興地域整備計画の変更について（農用地区域へ編入） 
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報告第３号 特定農地貸付による市民農園の閉園の件 

報告第４号 引き続き農業経営を行っている旨の証明及び納税猶予に係る特 

例農地等の利用状況確認報告について（相続税） 

 

６ 事 務 局 局長 出口 孝 

係長 西浦 公治 

職員 石橋 一也   中野 孝亮 

   

１ 開会 

○事務局 

ただいまから「令和元年度第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 

本日の出席委員は、定足数に達しております。 

４番農業委員、１２番農業委員、１６番農業委員、１０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ですが、２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 

○議長 

１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 

１ページ、報告第１号、１番福重 沖田町の農地、地目 田、面積 1,122 ㎡の内

26.05㎡、賃貸人及び賃借人は、記載のとおりです。 

本件は、双方合意により解約するものです。 

場所は、農用地です。 

武留路町の農地、地目 田、現況 畑、合計面積 2,825㎡、使用貸人及び使用借
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人は記載のとおりです。 

本件も双方合意により解約するものです。 

場所は、農用地です。以上です。 

 

○議長 

ただ今の報告に、ご意見等ありませんか。 

 

＜意見なし＞ 

 

○議長 

それでは次に、2 ページ、報告第 2号「農地中間管理事業による農用地利用配分計

画の合意解約の件」を議題とします。事務局から報告願います。 

 

○事務局 

2ページ、報告第 2 号、1 番萱瀬 原町の農地、地目 田、合計面積 1,953㎡、

賃貸人及び賃借人は、記載のとおりです。 

本件も双方合意により解約するものです。 

場所は、農振内農用地です。 

 

○議長 

ただ今の報告に、ご意見等ありませんか。 

 

＜意見なし＞ 

 

○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。 

事務局から、説明をお願いします。 

 

○事務局 

3 ページ第１号議案、１番松原 武留路町の農地、地目 田及び原野、現況 田、

合計面積 3,724㎡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、自作地及び借入地 約 3.7haで農業経営を行い、下限面積を超

えていることを嬉野市の耕作証明書で確認済みです。大村市の武留路町の農地約 30a

も今年 1月から賃借されてもいます。お茶を栽培されていて、乗用摘採機を所有、家

族４人と臨時的に作業員を雇用して、農業に従事されています。農業経験は約１５年、

譲受人宅から申請地までは自動車で行き来されますが、既にこの近くで農業に従事さ

れ、実績もありますので、機械、労働力、技術等の要件にも問題はないと思われます。 
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ただし、譲受人が県外在住でもあり、3 条中の全部効率利用要件、地域との調和要

件を満たさなくなることがないように、また、3条取得後に転用する事案も時々見受

けられますので、地元農業委員さんには、ほかの市内農地とともに、しっかりと見張

っていただいていただくようお願いします。以上です。 

 

○議長 

それでは、1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 

 今、事務局の方から言われたとおりでございますけども、実はこれはですね、所有

者の方が亡くなられまして、その相続人が相続を放棄された分でございます。ここは、

武留路の中山間地の方で保全管理をずっとされておった分で、今回購入ということで、

○○さんは名前だけは知っておりましたけども、かなりお茶も作っておられるという

ことで、距離についても、半時間ぐらいで来るんじゃなかろうかなと思いますので、

別に問題はなかろうと思います。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 番松原は、許可することとします。 

次に、４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番大村 久原 1丁目の農地、地目 畑、合計面積 185㎡、併用地

を含む全体面積 448.8 ㎡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、申請地と今の自宅跡に、新たに住宅、物置、駐車場を建設するも

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 0.5m、既存の石積み

やコンクリートブロック以外は擁壁設置、雨水は南西側に流して進入路右側の既設側

溝に放流、汚水も進入路の公共下水道接続です。南側に小さな農地があります。 

次に、２番西大村 古賀島町の農地、地目 畑、合計面積 271㎡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（準工業地域）、農振外の第３種

農地です。 

土地利用計画は、申請地に貸事務所を建築し、賃貸する計画です。資金は融資証明
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書で確認済みで、被害防除計画は現状のまま利用、駐車場はアスファルト舗装、道路

側以外は擁壁設置、雨水は傾斜をつけて都市計画道路側既設側溝に放流、汚水も道路

側公共下水道接続です。南側道路沿いに農地があります。以上です。 

 

○議長 

それでは、１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 

 ここはですね、住宅地区に残っている遊休農地で、周囲には農地はほとんど残って

いません。排水関係も先ほど説明があったとおり問題ないと思いますので、審議のほ

どよろしくお願いします。 

 

○議長 

１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、1 番大村は許可相当とします。 

次に、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 

 先ほど、事務局のご説明のとおりで、ブロックは、隣の〇○さんの畑のところと同

じぐらいの高さのブロックをされるんじゃないかなと思ってます。生活排水も公共下

水道ですし、雨水も側溝に入れられるので、別に何も問題はないと思います。ご審議

のほど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。 

 

＜異議なし＞ 

 

○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。 

次に、５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、１番大村及び４番竹松は、６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番大村及び 2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。 
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＜異議なし＞ 

 

○議長 

ご異議がありませんので、第 3号議案１番大村及び４番竹松は、それぞれ、６ペー

ジ、第 4号議案、1 番大村及び 2 番竹松と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、１番大村、はじめに６ページ第 4 号議案 1番大村をご覧ください。 

木場 1 丁目の農地、地目 畑、現況介在畑、合計面積 1,282 ㎡、併用地を含む全

体面積 2,828.26 ㎡です。当初今年の 5 月に宅地造成の予定で転用許可を受けてい

ましたが、隣接地の土地所有者から買い取り要望があり、隣接農地へ土砂流出を防止

するため、計画を広げて今回変更承認申請されているものです。転用者の変更はあり

ません。 

５ページ、第３号議案１番大村が、追加で新たに申請された５条申請で、木場 1 丁

目の農地、地目は畑、合計面積 323 ㎡の転用申請です。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、転用許可済みの部分と今回の申請農地、併用地を含め

て開発し、9 区画の分譲宅地とするもので、１区画増えています。資金は融資証明書

で確認済みで、被害防除計画は切土 0～2m、盛土 0～4.3m、周囲には擁壁設置、雨

水は T 字型に設ける進入路の両側に側溝を設け、道路の既設側溝へ接続放流、汚水も

同様に進入路を通して、既設道路の公共下水道接続となっています。 

なお、北東側及び南西側に農地があります。 

次に２番大村、木場 1丁目の農地、地目 畑及び原野、現況は畑、合計面積 2,903

㎡、実測面積 2,904.16 ㎡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１2区画の分譲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 0.2～3m、区画には擁壁設置、雨水は進入

路両側と西側に側溝を設け、南側既設水路に接続放流、汚水も南側公共下水道接続で

す。北側に残地の農地が残っています。 

次に３番竹松、竹松町の農地、地目 畑、面積 344 ㎡、全体面積 380 ㎡の転用申

請です。契約は賃貸借。 

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。資金は住宅ローン保証会社の

事前審査結果のご連絡で確認済みで、被害防除計画は盛土 0～0.3m、既存ブロック

部以外には、コンクリートブロック設置、雨水は北東側に流して、既設集水桝から既
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設水路に接続放流、汚水も東側道路の公共下水道に接続です。南側に農地があります。 

以上です。 

 

○議長 

それでは、１番及び第 4 号議案 1 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 

事務局から先ほど説明があったように、去る４月に申請が上がった分について追加

があっています。２筆で 323 ㎡が追加になったということで、８区画の造成が９区

画になったということのようです。１筆 250 ㎡の農地ですけど、これについては、

半分荒廃した農地でございまして、周辺には住宅が迫っております。周りに農地はご

ざいません。もう１つの農地 73 ㎡、これについては、隣接地にみかん園があるんで

すけども、譲渡人のみかん園でございまして、特に問題なかろうというふうに見てま

いりました。この南側の方に、畑が残ってるんですけども、畑から見ると北側に住宅

が建つということで、日照権等については特に問題なかろうというふうに見ておりま

す。排水対策についても、防除計画のとおりであれば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。以上です。 

 

○議長 

１番大村及び第 4号議案 1 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、１番大村は、許可相当とし、第 4 号議案 1 番大村は、承

認相当とします。 

次に、２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 

２４日の日に地元委員で現地確認をいたしました。先ほどご説明が事務局の方から

ありましたとおり、2900 ㎡ちょっとということで面積的にも結構広うございますけ

ども、分譲宅地ということで 12 区画できるようになっております。市道に囲まれて

おりますので、その市道の下には農地あたりがあるんですけど、この周辺は市の下水

道も通っておりますし、問題ないと見て確認してまいりました。みなさんのご審議、

よろしくお願いします。 

 

○議長 

２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 

異議なしということで、２番大村は、許可相当とします。 

次に、３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 

 行ってみましたら全部親族、○○家で囲まれておりまして、その一部に借地をして、

ここに家を建てたいということで、周りは全部宅地ですね。ここに一部農地が残って

おるような状況で、雨水排水については、○○さんの土地を利用して水も流れるやろ

うということで、前の方は水路がありますのでそこに放流ということで、水道等々も

全部完備されておりまして、それから接続ということで何ら問題ないと見てまいりま

した。みなさんのご審議、よろしくお願いいたします。 

 

○議長 

3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番竹松は、許可相当とします。 

 引き続き、４番竹松から事務局より説明をお願いします。 

 

〇事務局 

４番竹松、宮小路 1 丁目の農地、地目 畑、現況、雑種地、面積 239 ㎡の転用申

請です。契約は贈与。 

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。 

６ページ第 4号議案 2 番竹松のとおり、当初 1983 年、昭和 58年の 11 月に貸

家住宅を建設予定でしたが、建築資金不足で変更され、今回の 5条申請となったもの

です。 

元に戻っていただいて、今回の 5条申請の土地利用計画は、受贈者が住宅を建設す

るものです。 

資金は融資見込証明書で確認済みで、被害防除計画は、現状のまま利用、雨水は北

側市道既設側溝に接続放流、汚水も北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。 

 

○議長 
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４番及び第 4 号議案 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 

これは雑種地で、贈与者の孫が家を建てたいということで贈与をして家を建てると

いうことになりまして、周りは全部宅地ですので、何ら問題ないかと思っております。

以上です。皆様のご審議、よろしくお願いいたします。 

 

○議長 

４番竹松及び第 4号議案 2 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、４番竹松は、許可相当とし、第 4 号議案 2 番竹松は、承

認相当とします。 

次に５番竹松、事務局より説明をお願いします。 

 

〇事務局 

５番竹松、黒丸町の農地、地目 田、合計面積 2,593 ㎡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（準工業地域）、農振外の第３種

農地です。 

土地利用計画は、申請地に 4棟の共同住宅及びその駐車場を建設するものです。資

金は融資証明書、融資予約通知書、残高証明書、領収証で確認済みで、被害防除計画

は盛土 0.5～0.8m、コンクリートブロック塀設置、雨水は東側の市道既設側溝へ接

続放流、汚水も東側の公共下水道に接続です。西側に農地があります。 

 

○議長 

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 

 今度の工事自体に対してはですね、そう問題はないかと思って、昨日、隣の地主さ

んたちとも納得していただきました。昨日、地元の方とも了解していただいてですね、

造成されることは問題ないんじゃないかなと思います。ただ、ここは、２８年度にで

すね、今回の売主が施設の実習地として畑のまま買い取りされた部分なんですけどね、

実際にはその実績がないまま２年あまり経ってもう次の業者に売るということで、最

初の計画っていうのが問題じゃないかなあと、元々そういうことを頭の中に置きなが

らそういう計画を２８年度にされたんじゃないかなあと思うんですけどね、こういう
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のをどうするのか、すぐ自分の物にしてしまって売り払ってということで、資産運用

じゃないけどもですね、そういう目的があったんじゃないかなあと思うところもあり

ますけども、だけど工事自体はですね、これはもういいのかなと思っています。みな

さんのご判断を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。 

 

○委員 

 ３年間放置をされて、実習用地という名目上、田んぼを作るという計画だったんで

しょうけども、何ら刈り取りも何も、雑草がそのままでですね、１年間は他のところ

に米を作っていただいたということで、実績が全然ないんですよね。今回に限っては、

転用申請自体は問題なかかと思うとですけど、今後、こういったことがないように、

みなさんの意見も聞いてみたいと思っておりますけども。 

 

○議長 

福祉施設の実習用地として取得して何も作付せずに、今回このようなことで転売を

されるというようなことで、みなさん方からの意見を聞きたいというようなことです

けども、みなさん方から何かありませんでしょうか。 

 

○委員 

 この件は、農地法に引っかかるんじゃないんですかね。これは耕作とかなんとかし

てないっていうことは、退職後にするとかいうのは認めないって書いてありますよね。

それに完全に引っかかっている訳ですよね。次は認めませんよって言えるんじゃない

んですかね。これが農地法の違反行為にかかるかどうかここで確認したいんですけど

ね。 

 

〇事務局 

 ３条の２項にこういう場合は許可ができませんという規定がございます。１から７

まであります。この場合が、また別の要件になる訳ですけど、こちらが社会福祉法人

になるわけですね。社会福祉法人に限って言いますと、３条の場合の農地下限面積で

すとか、農作業の従事要件ですとか、全部効率要件ですとか、そういったところが、

相当の理由がある時はこの限りではないというふうなことがあります。一般の農業者

のような形の全部の要件を満たさないといけないという訳ではないとこの中で書い

てあります。ただこの場合、３条取得後の売買なんですね。例えば賃貸借ですとかそ

ういったものがあった場合については、例えば悪意があったとか、当初のそういう決

まりと違うことで貸し借りをされたというふうなことであれば、元の農業者さんから

の請求があれば、そこに戻すとかですね、そこを無効にするというやり方もあるよう

に書いてあります。ただ、売買の場合についてはですね、そういう規定はございませ
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んでした。この場合、県とかにも確認しましたけれども、３条で取得された目的が、

入所者のリハビリのためにということで、入所者の方をここに連れてきてリハビリを

させるという農福連携みたいな形を当初は計画をされていたようなんですけど、本来

の計画と違う形でしていらっしゃるということなので、３条の方の要件に違反する疑

いがあるんじゃないかということで県の方は回答をいただいております。あとはです

ね、明らかな法律違反ということまではですね、例えば理由書というのがここに付い

てるんですけれども、理由書の中で判断をしてくださいということにはなっておりま

す。先ほど委員さんもおっしゃったように、今回は５条の申請なんですね。書類自体

は、５条申請自体はですね、適正に申請がされておりますので、それを拒否するとい

うことはできないと思います。それが１点ですね。先ほども最初言ったんですけど、

こういうふうなことが起これば後の歯止めや示しがつかなくなりますので、みなさん

方に３条で取得したところはずっと監視しておいていただきたいというのが１点、そ

れとまた別に、長崎県の指針上は、３条で取得した後何年以内で転用したらダメです

よという規定が明確にありませんので、この場合についても強く言えるところはない

のかなと思います。ただ、客観的な事実としてですけど、他の市町とかをいくつか調

べてみたんですが、例えば鹿児島市とかはですね、取得して特段の事情が生じた場合

を除き認められませんとか、岡山市とかは３年間は転用の許可を受けることができな

いとか、いくつかそういうところがありました。他にも、３年３作をしないと転用申

請は認めませんというふうなところもございました。ただそういったところは、県の

中の指針がありますので、そこである程度強く市としても言えるのかなというところ

があるんですけれども、今回の場合については、５条申請をやめさせるとかはできな

いかなあというふうに思っております。以上です。 

  

○委員 

 ５条はわかるんですよ、仕方ないというのはですね。私が言いたいのは、こういう

ことをやるところって必ずまたやるんですよ。私が言いたいのは次なんですよ。次の

時にこういうところはリストアップしといて、一筆ピシャッとした計画書を出させる

とかですね、そういうことが必要なんじゃないかなと思うんですよ。５条は向こうに

訴えられたら絶対ダメですから、次のことを考えてしとった方がいいんじゃないかと

いうことを言いたいですね。 

 

○議長 

 他にみなさん方、ありませんか。 

 

○委員 

 〇○は、私たちの地域の西大村でも桜馬場のところで取得がされてるんですけれど

も、今のところ保全管理だけで作物を作るような状況じゃないんですよね。今後、ま

たこういうことがあればどういうふうに対処をすればいいのか、困惑してるんですけ

れども、県の指針は県の指針として、大村市である程度内規的なものをきちんと作っ
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てからしないと、何のために農業委員会はしてるんだと見られますので、そこはある

程度、総会の場では意見の収集が難しいと思うので、理事会を開催し、理事会で作成

してから総会に報告という形をして、大村市農業委員としての意思統一を図った方が

いいんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。 

 

○委員 

 次も同じ人が計画してある可能性もあるもんだから、黙ってそのまま引き受けるわ

けにもいかないんで、事務局としても３年とかね、例えば３回作物を作るとかそうい

う条件を付ければ、作物を作るという目的を達成するというようなところで入れても

らえば一番いいのかなあと、３年経てば売られるたいねとなってもらっても困るしで

すね。だから、そこらへんをこの農業委員会の総会で、ある程度こうして、そういう

話があったというのが事務局でしっかりそういう人たちに言えるようなのを作った

らどうかなあと思うんですけど。 

 

○議長 

 そこらへんについてやはり厳密に内規的なことを設ける必要があるんじゃなかろ

うかなと思っておりますが、併せてみなさん方のご意見も拝聴したいと思います。 

 

○委員 

 各地方自治体、例えば大村市だったら大村市みたいな感じで内規みたいなのを作っ

てから申請者にはそういう形でするみたいな内規を事務局の方で立ち上げて、それを

理事会に諮って総会に諮るという形で今後、進めてほしいんですけど、いかがでしょ

うか。 

 

○委員 

 ５条申請は認めざるを得ないというふうな感じがするんですけども、３条申請が上

がった時点のことでしょ。３条申請が上がった時点で、そういう転用が簡単にできな

いよっていう縛りを入れるというふうなことだろうと思うんですけど、いかがですか

ね、３条申請の時点で。 

 

○委員 

 ３条申請のことの発端は私たちですけども、まずは施設でね、農業体験を目的にさ

せますから、田植えとか稲刈りの体験をさせるのはよかことたいっていうことで許可

を出してるんですよね。その３条申請の時点で、我がたちは本当に植えるとか、３条

の申請の時点で見抜くとは困難かと思うとですけどですね。その後にどういうふうな

経緯で、何年間かは耕作をしておるということの証明とか何とかがなければ５条の申

請は許可できんぞという形に取った方が綺麗かとじゃなかかなあと。現に西大村の方

も３１年に取得されて保全管理の状態ということで、本当に田植え機とかバインダー

とか持っとらすとかなあと疑わざるを得んとですよね。以上ですけど。 
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○委員 

 うちの近くでですね、去年出たとは、３条で買って埋め上げてあったわけですよ。

それで、許可する代わりにちゃんと作付をすると一筆書かせたわけですよ。ところが、

それを書いただけで無視ですよね。そういうのが出てくるわけですよ。なおさら埋め

て完全に違反転用っていう状況に今してあるんですよ。しかし、そこは違反転用だか

ら次はないですよって言えるわけですよ。しかし、この場合は何もいじってないです

よね、違反転用も何もないから、しかし、３条で買った時のことがダメですよってい

う実績で次は止めるとかですね、そういう方法か何か考えておかないとずっと繰り返

されるんじゃないかって私は思うんですよ。 

 

〇事務局 

 みなさん方のおっしゃることはわかりましたので、私からの提案じゃないんですけ

ど、この５条の許可はするっていうことなんですけど、先ほど会長からもあったよう

に３１年１月に同じ法人が取得を西大村にしておりますので、そこを例えば一作とか、

取得後３年とか、取得してまだ半年ぐらいしか経ってないもんですから、あんまりか

なあと私個人的には思っていますので、一作もしくは２年、３年後でないとみたいな

ですね、そういうふうな誓約書をいただくことでですね、５条の許可を出すみたいな

形でどうかなあというのが１点とですね、先ほどご提案があったこの後のことについ

ての内規みたいな形についてはですね、継続してですね、対策の方を検討をしていく

ということでいかがでしょうか。 

 

○委員 

 その前の３条で取得をしたと、その時に偽造した文書を提出して、申請をして、そ

れを見抜けなかったのも我々かもしれませんけれども、偽造申請した事実があるとい

うのは今、認定できるんじゃないんですか。この前、何か月か前に、許可しませんで

したけども、それも偽造申請書、言葉は悪いけども、申請書自体が嘘を申請しとった

というのをみなさんが見抜いてわかりましたので、そういった経過ですね。 

 

〇事務局 

 先ほどもお話しありましたけども、申請の時自体はですね、適正に申請をされてま

すし、そこでうちが可能性があるとか、疑いがあるとか、偽造の可能性があるとかっ

ていうことは農業委員会は何も言えないわけですね。書類上でそれが正しければ通す

しかないわけですね。３条取得をされた時にもそういうふうな書き方で出していらっ

しゃいますし、その後の事情で変わったということで今回のような事例になってます

ので、今、３条のことがどうって言えないし、許可自体はその時の書類上のことで有

効っていうことでうちは決めてますので、そこはどうもできない事実ですね。ただ、

今後のことですね。同一人物がまた申請をされる予定なので、そこをですね、最低防

ぐっていうのが先ほど言った１点とですね、今後のことについては、今ここですぐに
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は出ないので、継続して理事会・幹事会とかでですね、継続して対策を決めていくと

いうふうなことでいかがかなというご提案をしてるところです。 

 

○委員 

 今、委員が言われたとおりですよ、１回はそれで通ると思いますよ。２回、３回っ

て故意じゃないですか。２回目から以降は故意でやっとるわけでしょ。明らかに委員

が言うとおり偽造じゃないんですかね。２回以降はわかっとってやってるってことは

やっぱり偽造じゃないですか。公文書ってそんなもんでしょ。違うんですかね。私は

そう思うんですけど。 

 

○議長 

 今回の場合につきましてはですね、先ほどから話があってるようにどうすることも

できませんけども、今後のことにつきまして、一回、理事・幹事会等を開いて文書等

につきましてはしなければなりませんけれども、大体どのくらい、２年にするか３年

にするか、３作にするか、そういう実績を作らないとちょっとダメだということを、

同一人物、そこらへんをするというようなことでですね、いかがでしょうかね。 

期間につきましては、いろいろ今、１０年とか話があっておりますけども、この後、 

理事・幹事会を開いて協議をしたいと思います。それでよろしいでしょうかね。 

改めてお諮りをいたします。５番竹松につきましては、許可相当ということで答申

をするということでよろしいでしょうかね。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、５番竹松は、許可相当とします。 

続きまして６番竹松、事務局より説明をお願いいたします。 

 

〇事務局 

６番竹松、今津町の農地、地目 畑、面積 227 ㎡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（準工業地域）、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。資金は融資予定証明書で確認

済みで、被害防除計画は盛土 0～0.3m、道路側以外には擁壁設置、雨水は北側市道

の既設側溝に接続放流、汚水も市道側の公共下水道に接続です。東と南側に使用貸人

の農地が一部あります。 

 

○議長 

6番竹松について、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 

 おばあちゃんの土地を借りて、お孫さんですね、長男さんは自営をされております。

その土地の一部を甥っ子さんに、家を建てるということで、おばあちゃんの意思で借

りて、家を造るということだろうと思います。雨水排水等々についても何ら問題ない

かと見てまいりました。みなさんのご審議、よろしくお願いいたします。 

 

○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。 

 

＜異議なし＞ 

 

○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。 

次に、７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 

７ページ第５号議案「非農地証明願の件」1番萱瀬 

黒木町の農地、地目 田、現況 宅地、面積 384㎡、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、昭和 17年頃から、住宅への進入路として利用され、現在に至

っているとのことです。 

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。 

 

○議長 

ただ今の 1番萱瀬に対して、ご意見等ありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、１番萱瀬は、許可することといたします。 

続いて、８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。 

 

○議長 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 
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第６号議案、１番福重 草場町の農地、地目 田、現況畑、面積 2,995㎡、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。 

1番福重は、農業経営基盤強化促進法第 18条第３項各号（農用地として利用するも

ので、農業者として安定的な農業経営を行っている。）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、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

続いて、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

次に、２番松原は、申請受付の段階では基盤強化促進法による買受者は、認定農業

者若しくは相当の者と判断していましたが、実際にその判断をする農林水産振興課で

は、現段階でそこまで判断できないという事で、用件を満たさなくなりました。議案

から削除をお願いします。 

受付段階で、農振課と摺合せをしっかり行うようにいたします。 

次に３番松原 武留路町の農地、地目 田、合計面積 2,573 ㎡、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。 

 

○議長 

それでは、３番松原について、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番松原は、承認することとします。 

引き続きまして、9 ページ、４番松原、説明お願いします。 

 

○事務局 

次に 9 ページ、４番松原 武留路町の農地、地目 田、現況 一部雑種地、合計面

積 1,845㎡、売渡申込者及び買受申込者は、記載のとおりです。 
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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。 

以上、２番松原の〇○様を除いて第６号議案の買受申込者は、認定農業者であり、

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、4 番松原について、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、４番松原は、承認することとします。 

続いて、１０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１番竹松 小路口町の農地、地目 田、合計面積 878 ㎡、貸付申込者

及び借入申込者は、記載のとおりです。 

場所は、都市計画区域内、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。 

本件の借入申込者は、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７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。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、第７号議案 1番竹松は、承認することとします。 

次に 11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、12 ページの第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＞ 
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○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。 

 

○事務局 

第８号議案 1 番大村及び第９号議案 1番大村は、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。

また、第９号議案、２番萱瀬の貸付申込者も同公社ですので、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、3

列目から７列目までが配分計画です。 

まず、1行目、集積計画の貸付申込者〇○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、配分計画の〇○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、借入地に飼料作物の栽培を計画されています。 

次に 2 行目は、既に中間管理機構に集積済みで、これまで借りておられた方と合意

解約がされていることは、報告第 2 号で報告したとおりです。その農地を今度は〇○

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、借入地に水稲の栽培を計画されています。 

以上、第８号議案 1 番大村は、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９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。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、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。 

次に、1３ページ、第１０号議案「大村農業振興地域整備計画の変更について（農

用地区域から除外）」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１０号議案のすべての案件は、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。 
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１番鈴田、小川内町の農地、地目 田、面積 280㎡、申請者は記載のとおりで、

所有者は記載のとおりです。 

場所は、都市計画区域内（白地）、農振内農用地で、除外後は第１種農地となるも

のです。 

除外後は、申請者が 1種農地の特例の集落接続で農地法第 5 条の許可を受け、自

宅の建設を予定されております。 

計画では、盛土 0.5ｍ、擁壁の設置、雨水排水は東側既設側溝への接続放流、汚水

も東道側公共下水道接続となっております。 

なお、隣接する農地がありますが、申請地と同じ所有者の農地です。 

次に、２番鈴田 平町の農地、地目 田、面積 495 ㎡、申請者は記載のとおりで、

所有者は記載のとおりです。 

場所は、都市計画区域内（白地）、農振内農用地で、除外後は第 2 種農地となるも

のです。 

除外後は、申請者が農地法第 5条の許可を受け、自宅の建設を予定されております。 

計画では、現状のまま利用、コンクリートブロックの設置、雨水排水は自然流下、

汚水は汲み取り、溜桝設置の予定となっております。 

なお、隣接する農地がありますが、申請地と同じ所有者の農地です。 

次に、３番松原 松原 3丁目の農地、地目 畑、合計面積 343㎡、申請者及び所

有者は記載のとおりです。 

場所は、都市計画区域内（白地）、農振内農用地で、除外後は第 2 種農地となるも

のです。 

除外後は、申請者が農地法第 5条の許可を受け、自宅の建設を予定されております。 

計画では、盛土 1.5m、擁壁の設置、雨水排水は水路放流、汚水は合併処理浄化槽

を設置となっております。 

なお、隣接する農地がありますが、申請地と同じ所有者の農地です。 

 

○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。 

 

 ＜異議なし＞  

 

○議長 

 異議なしということで、「支障ない」旨を回答とすることとします。 

 

○議長 

 次に、２番鈴田について、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、「支障ない」旨を回答とすることとします。 

 

○議長 

 次に、３番松原について、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、「支障ない」旨を回答とすることとします。 

続いて、14 ページ、第 11 号議案「大村農業振興地域整備計画の変更について（農

用地区域へ編入）」を議題とします。 

 

○議長 

お諮りします。 

議事参与の制限に該当する案件、３番萱瀬の順番を入れ替え、先に審議することに

ご異議はありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

〇議長 

ご異議がありませんので、３番萱瀬を先に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 

本議案のすべての案件は、果樹関連補助事業、国の果樹経営支援対策事業の実施要

件として、農用地であることが求められていることから、現在農振地域の白地から農

用地へ編入することについて、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、編入後は、農業振興地域内の農用地となります。 

はじめに、3 番萱瀬 宮代町の農地、地目 畑、面積 4,850 ㎡で、申請者及び土

地所有者は記載のとおりです。 

 

○議長 

それでは、3 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、3 番萱瀬については、「支障ない」旨を回答とすることと
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します。 

 

○議長 

次に、3番萱瀬を除く案件について、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

1番萱瀬、荒瀬町の農地、地目 畑、面積 6,731㎡、申請者及び土地所有者は記

載のとおりです。 

2番萱瀬、荒瀬町の農地、地目 畑、面積 6,464㎡で、申請者及び土地所有者は

記載のとおりです。 

4番萱瀬、荒瀬町 658及び 659の計 2筆、地目 畑、合計面積 2,842 ㎡で、申

請者及び土地所有者は記載のとおりです。 

 

○議長 

それでは、３番萱瀬を除く案件について、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 11号議案の 3番萱瀬を除く案件は、「支障ない」旨を

回答とすることとします。 

次に 15ページ、報告第 3 号「特定農地貸付による市民農園の閉園の件」を、事務

局から報告をお願いします。 

 

○事務局 

報告第 3号 1番西大村 

〇○市民農園を、利用者減少のため今年の 11 月 30日に閉園する申請が、議案書

記載の申請者から 6 月 24 日に市農林水産振興課へ提出され、農業委員会へ通知があ

りましたので、報告するものです。 

 

○議長 

ただ今の報告事項に対して、ご意見等ありませんか。 

 

＜意見なし＞ 

 

〇議長 

次に、報告第 4 号「引き続き農業経営を行っている旨の証明及び納税猶予に係る特

例農地等の利用状況確認報告について（相続税）」を、事務局から報告をお願いしま

す。 
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○事務局 

はじめに、相続税の納税猶予継続に関する適格者証明については、 

・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、 

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、地元農業委員へ農業経営

状況について確認した結果、１番 萱瀬・竹松 〇○は、相続人として的確に農業経

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。 

つぎに、納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認報告は、2番竹松に記載してお

ります、鬼橋町 〇○です。相続税の申告に際して納税猶予の特例を受けている同人

の確認が、税務署からあったので、確認をし、農業委員会長専決で報告しています。 

以上です。 

 

○議長 

ただ今の報告事項に対して、ご意見等ありませんか。 

 

＜意見なし＞ 

 

○事務局 

 先ほどのですね、３条取得後の条件というところですけれども、ここでですね、み

なさん方に今後の条件をですね、決めていただければですね、事務局としてもやりや

すくなりますので、ご提案をいたします。他のいろんなホームページとかも見たんで

すけれども、県の指針があるところが、先ほど言いましたように大きく見るとですね、

３条許可後３年間は転用の許可を受けることができないというところがあったりと

か、もしくは、原則として３年３作後でないとできませんとか言うのがですね、調べ

た中ではそれくらいだったものですから、事務局としてはですね、そのあたりが目安

かなというふうなことで、５年というのはあまり他の市町にも例はないようですので、

原則としてですけれども、３年或いは３作なのかわかりませんけれども、そこを決め

ていただければと思います。以上です。 

 

○議長 

 もうここで、急きょみなさんの意見を聞いて、３年３作以上とかですね、みなさん

方のご意見を聞きたいと思いますけども、どうでしょうかね。 
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○委員 

 ３作っていうのをきちんと打ち出しておかんと、保全管理ではだめだと思います。

保全管理をしながら草が荒れとって、周りが迷惑するとですよね。だから、きちんと

そこに耕作をした形跡がなければ認められんとじゃなかろうかと思ってますけども。 

 

○議長 

 特にですね、先ほど説明があったように、社会福祉法人というようなことで、農業

者の資格がなくても農地の取得ができるというようなことは、リハビリとか、そうい

うのをするのが目的のためにそういうのをしているんですから、何もせずにおってす

ぐに転用というのはおかしいんじゃなかろうかなと思うわけですけども。３年３作以

上というようなことでいいですかね。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

 以上をもちまして、本日の議事を終了します。 


