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総会議事録（第８回） 

 

１ 開催日時 令和元年１１月２７日（水）１４時～ 

２ 開催場所 大会議室 

３ 出席委員（３６名） 

○農業委員（１７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  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（１９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（２名）  １３番 久保 一誠 １４番 藤﨑サヨ子 

 

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 非農地通知申出書による非農地通知の件 

第６号議案 違反転用について 

第７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 

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 出口 孝 

係長 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 

ただいまから「令和元年度第８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。 

１３番農業委員、１４番農業委員から、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、４番農業委員、１０番農業委員にお願いします。 

 

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 

報告第１号１番大村、徳泉川内町の農地、地目 畑、合計面積 969 ㎡、使用貸人及び使

用借人は、記載のとおりです。場所は、農振外の農地です。 

次に、2番大村、東大村 2丁目の農地、地目 山林及び畑、現況 畑及び山林、合計面積

4,887㎡、使用貸人及び使用借人は、記載のとおりです。場所は、農振内農用地外の農地で

す。非農地通知１番との関連は、当該議案で説明します。 

解約理由は、２件とも双方による合意解約です。以上です。 

 

○議長 

ただ今の報告に、ご意見等ありませんか。 

 

＜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。 
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1番大村、事務局から報告願います。 

 

○事務局 

第 1号議案 1番大村、東大村 2丁目の農地、地目 山林、現況 畑、面積 3,358㎡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 0.49ha で畜産業などを行っており、下限面積を超えていま

す。トラクタ、耕運機を所有し農作業歴は１５年です。自宅は長与町ですが、すぐ近くに勤

務先があり、毎日通勤しています。１０月から運用している農地法第３条等の許可に関する

規程による誓約書を提出され、ホウレン草と小松菜をどちらも令和２年度は反当り、450kg、

３年度以降は 500kg 収穫見込みとなっています。 

 

○議長 

それでは、1番について、大村地区農業委員・推進委員お願いします。 

 

○委員 

 今、事務局の方からご説明のありましたとおり、場所は東大村二丁目、ここは元養豚団地

の場所で、ご家族の方からお聞きしたところ、この方が高齢化されて仕事ができない状態に

ありまして、周辺は○○さんの土地でございます。それで買ってくれんだろうかというご相

談があったそうでございます。先ほど非農地が上がっておりましたけど、同じ方で、ちょう

ど今の場所からちょっと離れたところに３０㎡ぐらいの狭い山があるんですけど、そこは山

林化してしまってですね、一緒にまとめて買ってくださいというご相談があったそうです。

それで、そっちの狭い方は完全な山林になっておりました。これにつきましては、先般ご説

明の中でありましたように、今回第１号ということで、向こう３年間は作ってくださいとい

う誓約書が提出されておりますので、問題ないかと思ってまいりました。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番大村は、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番三浦、今村町の農地、地目 畑、現況 宅地、面積 191㎡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
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農地です。本件は申請者の被相続人が、昭和３１年から貸家を建築、認識不足により農地

法の許可を得ていなかったものです。違反転用案件として県へ連絡、協議の結果、県から

「簡易手続き相当の違反案件の基準」に該当し、追認許可相当との判断があったため農地

法第４条の簡易手続きによる追認許可により是正するものです。判断根拠は、県転用事務

指針第 4の 1の（3）③の「非農地化の原因が人為的なものであり、かつ、20年以上引

き続き非農地である土地」に該当するものです。判断のその他事由は、①違反による周辺

農地の営農に支障なし②当初から申請していれば許可できた案件との理由です。土地利用

計画は、現状のまま利用、雨水排水は西側里道の側溝へ接続、汚水も西側里道の公共下水

道接続、南西側に農地がありますが、後で説明する５条で転用予定です。 

 

○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のあった場所ですけど、この物件は、申請人のおじさんが当初

借りて住んでおられました。この方は、竹細工職人で籠とかを作っておられました。その方

が１０年ちょっと前にですね、奥さん共々他界されまして、その後空家になっている状態で

あります。申請人の土地が脇にある造園業をされております。この方も３年ぐらい前から体

調を崩されて、植木も手入れがされてないなと思ったんですけど、この家は平屋でしっかり

しております。他には迷惑をかけるような家じゃないなと思います。県からも簡易追認許可

相当の許可が出ております。それを踏まえまして、ご審議をよろしくお願いいたします。 

 

○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。 

続いて 2番、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 164㎡の転用申請です。申請者は、記載

のとおり、場所は、都市計画区域内の第３種農地です。土地利用計画は、４台分の貸駐車場

を整備するものです。後ほど説明する第３号議案３番西大村で、転用される分譲宅地側から

入る駐車場となります。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、砕石舗装です。西側に 5 条転用で作る通路北側の側溝に接続後、市道側溝へ接続です。

なお、西側にある農地は転用予定です。 
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○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、申請地が５条３番の申請地の奥まったところで言わば死に地になるところですね。

両側が宅地でして、右側の宅地の南側の方にはまだ農地が残ってるんですけど、ここはもう

手前の方が開発されるということですので、先ほど事務局から説明がありましたとおり、何

も支障が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 

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、今村町の農地、地目 畑、合計面積 286 ㎡、実測面積 327.17

㎡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、申請地に特定建築条件付き土地１区画

を建設するものです。特定建築条件付き土地とは、今年から運用開始されたもので、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、宅地造成後の土地を売買する転用が可能となりました。要件は、（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、被害防除計画は現状のまま利用、雨水は第 2号議案 1 番三

浦との間の既存水路から西側の既設側溝に接続放流、汚水も西側の公共下水道接続です。南

側に譲渡人の農地があります。 

 

○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。 
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○委員 

 先ほどの４条の後ろにあたる土地で、市道から見たら左手を通路にするということで、里

道の方はアパートが建っている、そちら側は住宅ですよね、下の方にアパートが建っている

んですけど、横の畑に植木を植えておられます。そこも結構広い土地ですが、農地としては、

市道の下の方に水田があるんですけど、水田を植えずに管理してあります。水路もあります

し、公共下水道も接続できますし、問題ないかと思いますので、皆様のご審議をよろしくお

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。 

続いて 2番、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

２番大村、久原 2 丁目の農地、地目 畑、面積 125 ㎡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、都市計画区域内の第３種農地です。土地利用計画は、申請地

を 1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、土地利用計画は、現

状のまま利用、盛土最高 1m、擁壁設置、雨水は東側の既存道路側溝に接続放流、汚水も東

側公共下水道接続です。周囲に農地はありません。 

 

○議長 

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 

今、ご説明いただいたとおりですけど、ここは、広さが 125 ㎡で１戸建てるという申請

で、西側は 50 センチか１メーター近く下がっているんですけど、１メーターかの擁壁で保

護するということで、今言われたとおり、雨水も側溝に流すということで何ら問題ないと思

います。審議のほど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。 

 

 ＜異議なし＞ 
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○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。 

続いて 3番、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

３番西大村、古賀島町の農地、地目 畑、合計面積 623 ㎡、併用地を含む全体面積は

718.95㎡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 区画の分譲宅地をするものです。資金は残高

証明書で確認済みで、被害防除計画は盛土 0.2m、周囲に擁壁設置、雨水は進入路沿いに設

ける側溝を通して、西側市道から暗渠で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。西側に一部農地があります。 

 

○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 

 先ほどの４条２番の申請地の隣になるんですけど、上のところの雑種地は〇○の従業員さ

んの駐車場ですね、申請地に入っていくところは住宅地の駐車場があるんですけど、そこを

利用して入れるということですね。この土地は１０年以上耕作放棄地みたいな感じで、一時

期は草がひどかったりして、今はだいぶん刈ってあるんですけど、一面萱に覆われてまして、

Ａ分類にいつも判断していたところで、周りには農地はありませんので、何ら問題ないと判

断してまいりましたので、ご確認をお願いします。 

 

○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 

異議なしということで、３番西大村は、許可相当とします。 

４番、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

４番西大村、古賀島町の農地、地目 畑、面積 181 ㎡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。資金は住宅ローン事前審査結果のお知らせで確認済みで、

被害防除計画は現状のまま利用、土留め工事実施、雨水は敷地南側道路の側溝に接続放流、

汚水は西側道路の公共下水道接続です。周囲に農地はありません。 
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○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 

 別に何もありません。周りには農地もないので、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。 

お諮りします。次の 5 番は、5ページ、第 4号議案 1番西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、5番西大村は、第４号議案１番西大村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。 

 

○事務局 

はじめに 5 ページ、第 4 号議案 1 番西大村をご覧ください。坂口町の農地、地目 畑、

現況 介在畑、面積 283 ㎡です。当初 1982 年、昭和５７年に自己住宅を建築する計画で

転用許可を受けていましたが、転勤やご主人の死亡で計画断念され、申請者が記載のとおり、

当初の転用者から変更され、今回 5条の転用申請が出されているものです。 

変更後の 5条申請は、４ページの５番西大村をご覧ください。地番、地目、面積は変更あ

りません。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３種農地です。

土地利用計画は、自己住宅を建設するものです。資金は住宅ローン仮審査終了のお知らせで

確認済みで、被害防除計画は現状のまま利用、雨水は西側市道の既設水路に放流、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。 

 

○議長 

５番及び第 4号議案 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 

 こちらの土地は、昔から、先ほど写真にあったようなずっと空地のままでした。上の方も
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山があったのですが、宅地になってしまいまして、今回家が建つということで、特に問題な

いと思います。よろしくお願いします。 

 

○議長 

５番西大村及び第 4号議案 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、５番西大村は、許可相当とします。 

また、第 4号議案 1 番西大村は、承認相当とします。 

次に６番、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

６番竹松、小路口町の農地、地目 畑、面積 227㎡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、都市計画区域内の第３種農地です。土地利用計画は、保育園用

の通路、園庭、駐車場用地として利用するものです。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、通路はアスファルト舗装、駐車場はコンクリート舗装、東

側の駐車場と園庭の境に側溝を新設して既存側溝から道路側溝へ放流、園庭は自然浸透です。

周囲に農地はありません。 

 

○議長 

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 

 先ほどご説明がありましたように、ここは保育園ができまして、先月も道路の反対側に駐

車場ということで案件がありました。見てまいりましたけども、周りは家等で問題ないかと

思って見てきました。ご審議のほど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。 

 

 ＜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。 

続けて、７番、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 
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７番福重、今富町の農地、地目 畑、面積 847 ㎡、併用地を含む全体面積 995.95㎡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、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、被害防除計画は盛土最高 1.1m、周囲に擁壁設置、雨水は北側に

向かって設ける位置指定道路と進入路の両側に側溝を新設し、既存水路に接続放流、汚水は

東側の農業集落排水に接続です。東側に農地があります。 

 

○議長 

７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、事務局より説明があったとおりでございます。排水等についても、集落排水の許可を

得てらっしゃるということでございます。北側の畑についても、○○さんが牧草を作ってお

られて問題ないということで言っていただいておりますので、他に問題はないかと思ってお

ります。審議のほどよろしくお願いします。 

 

○議長 

７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 

異議なしということで、７番福重は、許可相当とします。 

次に６ページ、第５号議案「非農地通知申出書による非農地通知の件」を議題とします。

1 番、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

第５号議案、１番大村、東大村２丁目の農地、地目 畑、現況 山林、面積 38 ㎡、申出

人及び利用者は、○○で、報告第１号２番大村で合意解約された土地です。申出によります

と、自然荒廃により、山林化しているとなっています。場所は、農振内農用地外の農地です。 

 

○議長 

それでは、１番について、大村地区農業委員・推進委員お願いします。 

 

○委員 

 先ほど第１号議案１番でご説明をいたしましたので、よろしいでしょうか。よろしくお願

いします。 

 

○議長 
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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番大村は、承認することとします。 

次に７ページ、第６号議案「違反転用について」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、１番西大村、協和町の農地、地目 畑、面積 233 ㎡、違反転用者は、○○

です。本件は、経緯にあるように、令和元年１０月に○○から相談があり、判明したもので、

違反転用者から依頼された設計・施工業者である○○が確認不足で農地法の許可を得ず、個

人住宅を建築しているものです。新築家屋の表題登記手続きの際に気づいたとのことで、確

認申請は７月に提出、すでに完成して住むだけになっています。場所は、都市計画区域内、

第３種農地です。本件について、１１月１１日付け長崎県農地利活用推進室から判断が示さ

れましたが、 

① 農業用施設でないこと。 

② 20年以上引き続き非農地の状態でないこと。 

③ 競売・公売に係る買受適格証明に係る案件でないこと。 

などの理由から、「簡易手続相当の違反案件の基準」には該当しないとの通知がありました。

なお、本件につきまして、県から「違反転用事案報告書」の提出を求められていますので、

この報告書に「原状回復が困難なこと、農地法違反前歴は無く、周辺農地及び農業への影響

もないため、顛末書を提出させ、新たに農地法第５条の申請をさせることが妥当と判断する。」

との農業委員会の意見を付すため、本総会のご審議をお願いするものです。 

 

○議長 

それでは、１番について、西大村地区農業委員・推進委員お願いします。 

 

○委員 

 ここはですね、何年も前から耕作はされていませんでした。建築業者の申請ミスというこ

とで今になっているわけですけども、隣接する農地等は全くございません。周りは全部住宅

地です。初めに申請さえしておればそのまま通ったところだ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 

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＞ 
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○議長 

ご意見・ご質問が無いようですので、１番西大村については「顛末書を提出させ、新たに

農地法第５条転用追認申請を行わせるのが妥当」との意見を付すことを決定します。 

次に８ページ、第７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 

第７号議案１番萱瀬、荒瀬町の農地、地目 畑、合計面積 2,953 ㎡、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番萱瀬の買受申込者は、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 

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 

 ただいまご説明があったとおりでございます。○○さんの旦那さんは、体調を崩されまし

て、みかんも両方とも作っておられるわけでございますけど、維持していくのは簡単じゃな

いかなという感じはしました。こちらの農地の西側のみかん畑は○○さんの所有でございま

す。維持していくのも、荒廃農地にならんで立派に耕作されていけるんじゃないかなと推測

をいたしました。皆様方のご審議を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＞ 

 

次に９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、10 ページ、第９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 
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ご異議がありませんので、第８議案及び第９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号議案の農用地利用集積計画の借入申込者及び第9号議案の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。集積計画の貸付申込者 2人

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３人が借り入れるも

のです。資料１の 1行目、○○様の農地は既に振興公社に集積済みで、第 9号議案 1 番鈴

田の借入申込者の○○様に貸し付けるものです。設定する権利は賃借権、借入地には飼料作

物の栽培を計画されています。 

次に左の２行目、第 8 号議案 1番鈴田の貸付申込者は、○○様で、借入申込者は第 9号

議案 2番鈴田及び 3 番鈴田の法人と個人の方です。設定する権利は賃借権、借入地には○○

が深ネギということで、○○様は飼料作物の栽培を計画されています。場所は、4筆とも、

都市計画区域外の農振内農用地です。 

以上、第 8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。 

 

○委員 

 ○○が借入人になっていますけど、○○は今、中止しているんじゃないのですかね。 

 

○事務局 

 詳細は確認しておりませんが、農林水産振興課の担当の方から聞きましたところ、今回の

案件は、○○が借りてされるということで聞いております。 

 

○事務局 

 そこまで担当も調べていなかったんですけど、時間をいただいて、農林水産課の方に聞い

てからまたご報告いたします。よろしいでしょうか。 

 

○議長 

第８号議案及び第９号議案については、後ほど審議することといたします。 

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。 
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○事務局 

報告第 2号、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、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 竹松・福重 原口町○○様、２番 西大村 桜馬場 1丁目○○ 

様は、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。以上です。 

 

○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 

 先ほど委員より、第８号議案及び第９号議案について質問がございましたけども、回答が

出たようでございますので、事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局 

 先ほどの質問に対してですが、担当部局に確認したところ、農林水産振興課と代表者との

間で営農を継続するという意思を確認したということで、今後も続けていくということでご

ざいます。 

 

○議長 

 よろしいでしょうか。 

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。 

以上をもちまして、本日の議事を終了します。 


