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総会議事録（第６回） 

 

１ 開催日時 令和元年９月２５日（水）１４時～ 

２ 開催場所 第８会議室 

３ 出席委員（３４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  ４番 渡邉 隆弘 

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  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  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 川副 博司 １１番 山上  傳 １２番 井本 忠之 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 

○農業委員（３名）         ５番  田川 康浩  １３番 久保 一誠 

１４番 藤﨑サヨ子 

○農地利用最適化推進委員（１名）  ２番 平山 清孝 

 

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 

       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 農業経営基盤強化促進事業による利用権設定の件 

第５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６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   中野 孝亮 

   

１ 開会 

○事務局長 

ただいまから「令和元年度第６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、１３番農業委員、１４番農業委員、２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、１５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番大村、東大村 1丁目の農地、地目 田及び畑並びに山林、

山林の現況は畑、合計面積 14,033㎡、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、農振内農用地と農振内農用地外の併せて２か所です。 

第４号議案との関連は、当該議案の中で説明します。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、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。 
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○事務局 

２ページ、第１号議案１番鈴田、中里町の農地、地目 田、面積 404㎡を、譲渡

人が高齢で農業に従事できないこともあり、譲渡するものです。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、自作地及び借入地 約 57aで農業経営を行い、下限面積を超え

て、ご夫婦で農業に従事されています。農業経験は約 12年、譲受人宅から申請地ま

では徒歩５分、機械、労働力、技術等の要件にも問題はないと思われます。また、農

地内に農業用倉庫が建っていることが今回判明したので、譲渡人から農業用施設届を

提出させています。実際にこの倉庫を含めて譲受人が取得されるとのことです。 

 

○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 

 今、事務局が言われたとおりでございます。下半分は、最近まで〇○さんが水稲を

作っておられました。もう高齢ということで、２、３年前から保全管理の状態でござ

いました。上の半分は、○○さんが家から近いということで、家庭菜園をされており

まして、奥の方にトラクターや資材を倉庫として片づけておられました。〇○さんも

熱心にイチゴを作っておられまして、別に問題ないと思いますので、みなさん、どう

か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 番鈴田は、許可することとします。 

続けて、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

2番竹松、今津町の農地、地目 畑、面積 1,065㎡を、この後の第３号議案で説

明しますが、所有農地の一部を売却したため取得されるものです。 

申請者は記載のとおり、場所は、農振外の農地です。 

なお、譲受人は、自作地及び借入地、約 1ha 強で農業経営を行い、親子で農業に

従事されています。農業経験も長く農業機械も所有されていますし、全部効率利用要

件や地域との調和要件など 3条許可の要件をすべて満たしていると思われます。 

以上です。 
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○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 

 地主さんが、地区が遠くて、北側の農地も持っておられたんですけども、そこも今

回、売買されたんで、申請地の部分がですね、耕作をされる方が家がすぐ近くなんで

すよ。その方も近くに求められたということで、問題ないんじゃないかなと思いまし

て見てまいりましたので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○議長 

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、２番竹松は、許可することとします。 

続いて、３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、向木場町の農地、地目 畑、面積 495 ㎡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１ 

種農地ですが、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、自己住宅を建築するものです。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、土留め工事実施、雨水は雨水管を周囲に設置して、南西

側の既設道路側溝に接続、汚水も南西側道路の公共下水道接続です。北側に申請者所

有の農地があります。 

 

○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 

 もうそろそろ定年ということで、実家の横に新築をして、農業の方に力を入れよう

かなあと、道路と宅地に囲まれてほとんど問題ないんですけど、２か所農地があって、

これも本人の農地で何ら問題ないと思います。排水関係も先ほど説明があったとおり

です。以上です。審議のほどよろしくお願いします。 

 

○議長 
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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。 

続けて、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

２番西大村、古賀島町の農地、地目 畑、面積 159 ㎡、併用地を含む全体面積は

384.51 ㎡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、10 台分の駐車場を整備する計画です。資金は預金通帳の写しで

確認済みで、被害防除計画は現状のまま利用、転圧整地し砕石舗装です。雨水は傾斜

をつけて東側市道の既設水路に放流です。周囲に農地はありません。以上です。 

 

○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 

 今、事務局のおっしゃったとおりで、周りに畑も何もないので、雨水も横に側溝が

あるので、何ら問題ないと思います。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、４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。 

事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

第３号議案１番三浦、日泊町の農地、地目 畑、面積 401 ㎡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２
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種農地です。 

土地利用計画は、申請地に自己住宅を建設するものです。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、周囲は既に土羽や石垣による崩落防止がさ

れています。雨水は西側の既設水路に接続放流、汚水も西側道路公共下水道接続です。 

北側に農地が残っています。 

 

○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 

昨日、委員４名で確認をしてまいりました。昔はみかん畑だったと思うんですけど、

２０年ぐらい保全管理、草刈り程度でずっとしていらっしゃったところだと思います。

今、事務局から話があったように、雨水は側溝に流し込むということで、下水は通っ

ておりますので、問題はないと見てまいりました。皆様のご審議のほどよろしくお願

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。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○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。 

続けて、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

２番西大村、池田 2 丁目の農地、地目 畑及び雑種地、現況 畑、合計面積

6,436.17 ㎡、併用地を含む全体面積 7,821.6 ㎡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、申請地を分譲宅地とするものです。資金は融資予定証明書で確認

済みで、被害防除計画は切土 0.1～2.5m、盛土 0.1～5.5m、周囲には擁壁設置、雨

水は真ん中に設ける道路の両側に側溝を設け、最終的には北側既設水路に接続放流と

西側に配水管を通して池に放流、汚水はこの道路を通して最終的には西側の公共下水

道に接続です。周囲に農地はありません。 

なお、報告が２点あります。１点目は、この計画区域の西側に大村市の公園敷地が

あり、市河川公園課としては、筆界だけで転用されたら、境界がいびつになることか

ら開発事前協議の段階で、公園との境界をまっすぐになるよう申請者側へお願いした

経緯があります。この転用許可後、分筆して所有権移転の手続きとなります。 
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２点目、この案件は平成２９年１月に３条取得後、今回の申請であります。先月総

会で、３条取得後の転用が議題となり、原則３年３作以上との方針が決まりましたが、

開発事前協議はずっと前に（５月）行われており、そこでは先ほどの方針を明確に示

していたわけではありません。相当大きな計画で、周辺住民にも公園区画の変更とと

もに説明が済んでいるわけで、事務局としては、今回の申請まではやむなしと判断し

ています。なお、農地法第３条の許可に関する３年３作の方針は、大村市農業委員会

の内規として、後程詳しく説明します。 

 

○議長 

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 

 事務局から説明があったとおり、今の農業委員が改選される前の前農業委員会の時

に許可申請をしたものです。その後、一番下の方だけでしょうがを二作作られたんで

すかね、上の方ではアブラナを一作、その部分は近所ですので見てます。ただ作るだ

けで、たぶん肥料とか何とかもあんまりやらんで、たぶん作柄も悪くてですね、最初

から宅地開発すれば別に問題なかったよねという部分では前回の農業委員さんとは

話をして、○○さんが取得された分ですけれども、今回、まだ内規の部分でもなって

ませんし、書類等も問題ないですし、周りに被害を及ぼすような農地等もございませ

んので、西大村地区の農業委員・推進委員としては問題なしという形で見てまいりま

した。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

○議長 

２番西大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

○委員 

 公園、その辺は特に問題ないんですかね。公共の、みなさんの土地だからさ。 

 

○事務局 

 今、ご質問のあったところはですね、大村市の土地が、実際のところちょっと入り

込んでいるんですね、もう一つ下のところがこの一筆なんですね。ここの部分とここ

の細長い部分とが大村市の土地の一部を使うことになるんですけれども、そこの部分

について、許可が下りたら分筆をして所有権移転の手続をするという方針でございま

す。今のところは、この二筆について、この土地の一部を使うことについて了承しま

すということで、市の河川公園課の承諾書をいただいてはいるところです。 

 

○委員 

 現場はですね、土羽になってるんですよ、公園を整備する時に切土で土羽を作って

るんですよ。桜の木が下の方に植えてあるんですけども、そこにはかからないんです



8 
 

よ。実際、公園の利用には何ら差支えないような場所です。今まで公園の管理をして

いるところで、草刈りとか何とかの管理の部分は綺麗になって済むから、いいんじゃ

ないかなと思います。 

 

○議長 

 他に何かありませんか。 

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。 

続けて、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

３番西大村、上諏訪町の農地、地目 畑、面積 152 ㎡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２種

農地です。 

土地利用計画は、駐車場の増設です。資金は預金通帳の写しで確認済みで、被害防

除計画は、現状のまま利用で砂利敷き舗装、南側にコンクリートブロック設置、雨水

は自然浸透です。南側と西側に農地があります。 

 

○議長 

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 

 駐車場ということで、建物が建つわけでもないですし、雨水排水もちゃんと、砂利

敷きですので、下の方の農地、みかん園なんですけれども、少し荒れてるのかなとい

うのがありますけれども、駐車場ですので、コンクリートブロックをしてから雨水排

水関係の方はちゃんとされるような形ですので、別に問題ないと見てまいりましたの

で、ご審議のほど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。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 
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異議なしということで、３番西大村は、許可相当とします。 

続けて、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

４番西大村、上諏訪町の農地、地目 畑、合計面積 1,237.57 ㎡、併用地を含む全

体面積 2,537.34 ㎡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９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 4.222 m、盛土 3.54m、周囲に擁壁設置、雨水は

進入道路の両側に側溝を設け、入口の集水桝を通して西側道路の既設側溝へ接続放流、

汚水も西側の公共下水道に接続です。北側及び進入路の両側に農地があります。 

 

○議長 

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。 

 

○委員 

 入口のところの部分の進入路を別の方から買って、奥のところの譲渡人の方はもう

こちらに住んでらっしゃいませんので、ほとんど管理をされてるという感じです。両

サイドに畑が残るんですけども、それは進入路部分を譲渡される方の残地になるんで、

西ですので、また、周りはもう家庭菜園程度でしたので、何ら問題ないと判断してま

いりましたので、ご審議のほど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。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○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。 

続けて、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

５番西大村、古賀島町の農地、地目 畑、合計面積 5,014 ㎡、実測面積 5,017.44

㎡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、申請地に分譲宅地 24 区画を建設するものです。資金は残高証明

書で確認済みで、被害防除計画は切土 0.3m、盛土 0.3m、道路側以外には擁壁設置、
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雨水は東西に造る進入路の両側に設ける側溝を通して、西側道路の既設側溝に接続放

流、汚水も進入路から西側道路の公共下水道に接続です。南側に農地があります。先

ほど、3条許可申請で説明した譲受人の山口様が、この土地の一部を売却される予定

です。 

 

○議長 

５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 

 半分以上が２年ほど前から何も作らず、雑草が生えては除草剤を撒いてそのままと

いう状況でした。今回、宅地になるということで、排水等、他の畑に影響もありませ

んので、よろしくお願いします。 

 

○議長 

５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、５番西大村は、許可相当とします。 

続けて、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

６番西大村、古賀島町の農地、地目 宅地、現況 畑、面積 356.92 ㎡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、申請地に自己住宅を建築するものです。資金は融資予定証明書で

確認済みで、被害防除計画は現状のまま利用、雨水は北側道路の既設側溝に接続放流、

汚水も北側道路の公共下水道に接続です。周囲に農地はありません。 

 

○議長 

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 

 貸す人がお父さんで、借りる人が長男さんで、家を建てられるそうです。周りに畑

もないので、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 
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６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、６番西大村は、許可相当とします。 

次に５ページ、７番西大村を、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

５ページ、7番西大村、松山町の農地、地目 畑、面積 223㎡、実測面積 223.39

㎡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（準工業地域）、農振外の第３種

農地です。 

土地利用計画は、有料駐車場とするものです。資金は残高証明書で確認済みで、現

状のまま利用、砂利敷きで、雨水は東側に傾斜をつけて杭出津松原線側の既設側溝に

接続放流です。周囲に農地はありません。申請地手前の通路と、奥の住宅も今回の譲

受人が取得される予定で、申請地手前の通路と一体として使用するということです。 

 

○議長 

７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 

 ここはですね、隣接する農地もございませんし、周辺にもございませんので、雨水

排水だけですね、道路の側溝に流すということで、何ら問題ないと思って見てまいり

ました。よろしくお願いいたします。 

 

○議長 

７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、７番西大村は、許可相当とします。 

続けて、8 番竹松及び 9番竹松は、申請者が同じで、申請地も近くでありますので、

併せて事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

８番竹松、大川田町の農地、地目 宅地及び畑、現況畑、合計面積 986.8 ㎡の転

用申請です。契約は売買。 
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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、申請地に共同住宅 2 棟を建設するものです。資金は残高証明書、

融資予約通知書で確認済みで、被害防除計画は盛土 0.6m、土留め工事実施、雨水は

南側に集めて南側市道の既設側溝へ接続放流、汚水も南側の公共下水道に接続です。

北側に農地があります。 

９番竹松、大川田町の農地、地目 畑、合計面積 2,044 ㎡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、申請地に共同住宅３棟を建設するものです。資金は残高証明書、

融資予約通知書で確認済みで、被害防除計画は切土 0.8 m、盛土 1.0m、土留め工事

実施、雨水は南側に集めて南側市道の既設側溝へ接続放流、汚水は東側里道の公共下

水道に接続です。周囲に農地はありません。 

 

○議長 

８番及び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 

 先ほど説明がありましたとおりですけど、周りは住宅ばかりで、畑はありません。

あっても、個人の家庭菜園程度が少し残っとるぐらいですけども、場所的には何ら問

題ないかなと思って見てまいりましたので、北側の畑は、隣の方の個人で作っておら

れる家庭菜園の畑だけですので、何ら問題ないかなと見てまいりました。どうぞご審

議のほどよろしくお願いします。 

 

○議長 

８番竹松及び９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、８番竹松及び９番竹松は、許可相当とします。 

続けて、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

10番竹松、黒丸町の農地、地目 畑、合計面積 3,292㎡、併用地を含む全体面積

3,496.55 ㎡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。 
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土地利用計画は、申請地を 13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、被害防除計画は盛土 0.7m、周囲に擁壁設置、雨水は東西に通す進入

道路の両側に側溝を設け、西側市道既設側溝へ接続放流、汚水も西側の公共下水道に

接続です。北側に農地があります。 

 

○議長 

10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 

 右の方に水路と書いてあるけども、それは今、ほとんど使わなくていい状況になっ

てるそうです。左側の道路の左側も田んぼなんですけども、そこら辺の人に会って聞

いたらですね、ここに建っても水とか何とかの問題はないと、これはしょうがないと

話はしたんですけど、開発されると、道路が狭くて、農作業時にお互い譲り合う気持

ちを持ってもらわないとしょうがないなという話はしたんですけどね。道って書いて

あるところの白いところは道で、そこのちょっとしたところは下と同じ幅にしようと

いうことで道が広くなるわけです。それから先が車の離合ができないような道になっ

てるもんだから、農家の人は、あんまり開けてくると農作業の邪魔になるんじゃない

かと言われてですね、それはちょっと心配していたんですけど、これはしょうがない

と言ったんですけどね。水路とかそういう部分にはですね、問題ないと思います。雨

水とか下水については、さっき事務局が言ったとおりで問題は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 

10番竹松について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

○委員 

 北側に田んぼがありますよね。ここに住宅が建ち並んだ場合の日照権とかは問題な

いんですかね。開発しようとするところは荒れてますよね。特に日照権とかは問題な

いんだろうと思うんですけども、手前の田んぼはいい農地だなあと、写真を見る限り

はそう見えますけども、問題なければいいんですけどね。 

 

○議長 

 他に何かありませんか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、10番竹松は、許可相当とします。 

次に、11番福重を議題とします。 
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〇議長 

それでは、事務局から説明願います。 

 

○事務局 

11 番福重、寿古町の農地、地目 畑、面積 987 ㎡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、第 1 種農地ですが特例規定の集落接続に該当する

ものです。 

土地利用計画は、申請地に美容室兼自己住宅を建築するものです。資金は残高証明

書、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

1.2m、周囲に擁壁設置、雨水は西側使用貸人自宅との間の既設側溝へ接続放流、汚

水は西側の公共下水道に接続です。北側に農地がありますが、使用貸人所有の農地で

す。 

なお、ここは今年の 3月の総会で農用地の除外の大村農業振興地域整備計画の変更

の議題が提出され、農業委員会の意見を付けて回答しています。その変更が県で許可

されたため、今回この申請が提出されています。 

3月総会でも報告済みですが、農振除外の要件は５点あり、土地改良事業等の完了

後、８年未満の土地ではないという点も含めて、県では農用地除外しても支障はない

との結論です。 

 

○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 

先ほど説明があったとおり、ここは３月に農業委員会からの意見を求められた場所

でありますけれども、ここは集落接続ということで第一種農地で、７月に農用地除外

が済んでおります。現状、申請地から海側に向けてほとんどの土地は、○○さんが耕

作されている農地で、道の向こう側に農業用水路が通っておりますので、その道を隔

てて各農地は農業用水路が通っております。そういうところも鑑みて何ら問題はない

と判断をいたしておりますので、どうぞ皆様、ご審議をよろしくお願いいたします。 

 

○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。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 
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異議なしということで、11番福重は、許可相当とします。 

 

○議長 

続けて、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

次に 12番松原、松原 3丁目の農地、地目 畑、面積 42 ㎡、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２

種農地です。 

土地利用計画は、申請地隣の大工作業場で使う物置を建てるものです。資金は預金

通帳の写しで確認済みで、被害防除計画は現状のまま利用、隣地とはコンクリートブ

ロック設置、雨水は、北東側の既存側溝に流して、東側の川へ放流です。周囲に農地

はありません。 

 

○議長 

それでは、12 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、説明があったとおりでございますけれども、譲渡人が以前、大工小屋として利

用されておりましたところを、現在は木工細工を譲受人がされております。教室の生

徒さんの作品の仮置き場がないということで、すぐ裏にですね、一筆宅地化して、５

坪ほどの小屋、平屋を建てるということで、汚水等はありませんので、何ら問題はな

いと思います。よろしくお願いします。 

 

○議長 

12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、12番松原は、許可相当とします。 

続けて、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

13番松原、野岳町の農地、地目 畑、面積 481㎡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。 
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土地利用計画は、自己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、雨水は北西側道路の側溝へ放流、汚水も合併処

理浄化槽から同じ道路の側溝へ放流です。周囲に農地はありません。 

 

○議長 

それでは、13 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、事務局の方から説明がありましたけれども、今年、農地の利用状況調査で自分

が野岳地区を回りまして、この申請地はたぶん宅地になっていたと思うんですけれど

も、一応、住宅地で段差がありますので、日照あたりも問題ありませんし、雨水も側

溝がありますし、汚水等も合併処理ということで問題ないのかなと思って見てまいり

ました。みなさん方のご審議をよろしくお願いします。 

 

○事務局 

 先ほど宅地であったというご指摘を受けたんですけど、ここが昭和４９年に５条の

許可をすでに受けた土地でありまして、許可を受けたんですけど、結局、何もされな

いまま当時の譲受人さんがもうお亡くなりになられたままという状況でですね、今回、

新たな転用者さんがここを求められて家を建てたいということでですね、許可がすで

に出ている土地ということで、元々すでに農地ではないという扱いになっていたとこ

ろです。当時の譲受人さんがすでに亡くなられていますので、農転の計画変更の手続

きはいらないので、新規で転用申請を上げるような形になっております。以上、補足

でございます。 

 

○議長 

13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、13番松原は、許可相当とします。 

続いて、6ページ、第４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４号議案１番鈴田、中里町の農地、地目 田、面積 2,989 ㎡、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、農振内農用地です。 
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設定する利用権は、議案書記載のとおりです。 

次に 2 番大村、東大村 1 丁目の農地並びに東大村 2 丁目の農地、地目 田及び畑

並びに山林、山林の現況は畑、合計面積 14,033 ㎡、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番萱瀬、黒木町の農地、地目 田、合計面積 1,948 ㎡、貸付申込者及び借

入申込者は、記載のとおりです。 

場所は、都市計画区域外、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。 

第 4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４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４号議案は、承認することとします。 

次に７ページ、第５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、８ページの第６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５号議案及び第６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５号議案 1 番萱瀬及び第６号議案 1番萱瀬は、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、3

列目から７列目までが配分計画です。 
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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。設定する権利は賃借権、借入地でミカンの栽培を計画されています。 

以上、第５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６

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５号議案及び第６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号議案については、承認することとし、第６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。 


