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総会議事録（第１０回） 

 

１ 開催日時 令和２年１月２７日（月）１３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 髙見 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 

       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 非農地通知申出書による非農地通知の件 

第５号議案 違反転用について 

第６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７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８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 川原 進太郎 中野 孝亮 梶原 良太 

   

１ 開会 
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○事務局長 

ただいまから「令和元年度第１０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。 

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を、７番農業委員、１０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 

報告第１号１番大村、東大村 1丁目の農地、地目 畑、合計面積 37,120㎡、賃貸人及

び賃借人は、記載のとおりです。 

場所は、農振内農用地及び農振内農用地外の第 2種農地が混在しています。 

解約理由は、双方による合意解約です。 

利用集積計画と配分計画との関連は、当該議案で説明します。 

以上です。 

 

○議長 

ただ今の報告に、ご意見等ありませんか。 

 

＜なし＞ 

 

○議長 

それでは続いて、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。 
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1番三浦、事務局から報告願います。 

 

○事務局 

報告第２号の 1番三浦から 12番大村までは、賃借人○○の破産に伴う賃貸人、長崎県農

業振興公社との解約で、解約理由は双方による合意解約であります。 

はじめに、経緯について担当者から説明します。 

 

○事務局 

 簡単に説明いたします。今回○○の解約についてですが、昨年の１２月２６日に中間管理

機構の方から職員さんが見えられまして、○○が破産に伴う中間管理事業の解約を行うと、

中間管理機構を通して説明を受けました。中間管理機構さんによりますと、昨年の１２月１

０日に○○の弁護士さんの方から電話で○○さんが解約することになったということで、今

年の１月末に裁判所に破産申し立てをするという段取りで進めていきたいというふうに説明

がありました。そして、今回の報告第２号の１番から１２番の合意解約に至っております。

概要は以上です。 

 

〇事務局 

それでは、報告します。1番三浦、日泊町の農地、地目 畑、合計面積 3,073㎡です。 

場所は、6ページ、12 番大村まで一括して、後ほど説明します。 

次に、2番三浦・鈴田、日泊町及び西部町、大里町の農地、地目 畑、合計面積 4,626

㎡です。 

続いて３ページ、３番三浦・鈴田、所在地は議案書記載のとおり、日泊町、西部町、平町、

小川内町、大里町、陰平町の農地、地目 畑、合計面積 44,645 ㎡です。 

続いて４ページ、４番鈴田、平町の農地、地目 畑、面積 1,950 ㎡です。 

次に、5番鈴田、平町の農地、地目 畑、合計面積 6,236㎡です。 

次に、６番鈴田、陰平町の農地、地目 畑及び山林、現況畑、合計面積 1,796㎡です。 

次に、7番鈴田、小川内町の農地、地目 畑及び田、合計面積 13,473㎡です。 

続いて 5ページ、8 番鈴田、岩松町の農地、地目 田、合計面積 8,449㎡です。 

次に、９番鈴田、小川内町の農地、地目 畑、合計面積 795㎡です。 

次に、10番鈴田、小川内町の農地、地目 畑及び田、合計面積 18,199 ㎡です。 

次に、11番大村、東大村 1丁目の農地、地目 畑、面積 9,917 ㎡です。 

続いて 6ページ、12 番大村、東大村 1丁目の農地、地目 原野、現況 畑、合計面積

12,481㎡です。 

以上、1番三浦から 12 番大村までの場所は、スライドご覧の地域です。 

西部、日泊、大里、陰平、岩松、小川内、平町、東大村は、全て農振地域内の農地です。 

次に、13番大村、東大村 1丁目の農地、地目 畑、合計面積 37,120㎡、賃貸人及び賃

借人は記載のとおりです。 

場所は、報告第１号１番大村で報告したとおり、５か所です。つまり、中間管理事業を介

して○○さんに貸されていたので、それぞれ解約することになっています。 
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利用集積計画と配分計画との関連は、当該議案で説明します。 

以上です。 

 

○議長 

ただ今の報告にご意見等ありませんか。 

 

○委員 

 あとは使えるようになってるんですか。 

 

○事務局 

 今のご質問ですけども、後ほど、議事が終わってから詳しく説明をさせていただきたいと

思います。 

 

○議長 

 後ほど詳しい説明があるそうですので、よろしいですね。 

 

＜意見なし＞ 

 

○議長 

それでは続いて、７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 

７ページ第１号議案、１番三浦、西部町の農地、地目 畑、面積 224 ㎡を、贈与を受け

耕作するという申請です。申請者は、記載のとおり、場所は、農用地です。 

なお、受贈者は、自作地及び借入地 約 81a で農業経営を行い、下限面積を超えていま

す。水稲や果樹を栽培されていて、トラクター、管理機、耕運機等を所有し、農業に従事さ

れています。農業経験は約３０年、受贈者宅から申請地までは徒歩で１０分であり、機械、

労働力、技術等の要件にも問題はないと思われます。誓約書によると、みかんを栽培し、毎

年、反当り 100kg を収穫見込みとなっています。 

 

○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 

申請地につきましてはですね、受贈者の方が贈与者の家から分家をされまして、農地を分

与されまして、農業をされてきた農地の一角でございますけれども、その当時、所有権移転

の登記漏れになっていたようで、受贈者の農地として当時から現在までみかん園として耕作
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をされている土地の一角でございますので、何ら問題ないと地区委員では判断しております。

以上です。 

 

○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番三浦は、許可することとします。 

続いて 2番鈴田、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

2番鈴田、小川内町の農地、地目 田、面積 481㎡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、農振外農用地外の農地です。 

なお、譲受人は農地約 3.8ha で農業を行っており、下限面積を超えています。トラクター、

耕運機、田植え機などを所有し農作業歴は 47 年、家族２人で農業に従事されています。自

宅からは農地まで車で１５分です。 

誓約書によると、普通野菜を栽培し、毎年、反当り 300kg を収穫見込みとなっています。 

 

○議長 

それでは、2番について、鈴田地区農業委員・推進委員お願いします。 

 

○委員 

 これはですね、９ページの２番の残り地になります。みなさんご存じの１５０坪の農転に

引っかかるということで、お父さんが購入して野菜を作られるということなんですが、ここ

はですね、去年災害で崩れているんですよね。災害復旧の関係もあって農地のままにしとい

てくれということで、お父さんが購入されて野菜を作るか、娘さん夫婦で家庭菜園をさせよ

うかということで購入されてます。機械等も入るように説明では横を開けて、災害復旧の際

にも車が通るように３ｍは間隔を取って家も建てられるそうですので、問題はないと思いま

す。以上です。 

 

○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番鈴田は、許可することとします。 
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続いて 3番大村、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

3番大村、東大村 1 丁目の農地、地目 畑、面積 7,367㎡を、新規就農のため購入する

申請です。申請者は、記載のとおり、場所は、農振内農用地です。 

なお、個人の 3条申請とは違い、農事組合法人が土地を取得し、農業経営を行うためには、

農地法第 2条第 3項で定める農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。譲受人は、

今回土地を取得し、農業経営を営むため新規就農するものです。 

農地所有適格法人の要件は４つあり、法人の組織形態要件、事業要件、議決権要件、役員

要件です。これら４要件については、事前に法人要件を確認する書類を提出していただき、

県農業会議とともに確認、要件を満たしていることを確認しています。 

３条の要件である下限面積は、今回の土地取得で超えることになります。今回、牧草を栽

培される予定ですが、必要な農業機械であるホイルローダーやトラクター、それにつけるア

タッチメントの機械などを所有し、農作業歴は２３年、理事は５人で組織されています。誓

約書によると、イタリアンやスーダングラスを栽培し、毎年、反当り２ｔを収穫見込みとな

っています。 

 

○議長 

それでは、3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 

 今回の３条の申請は、東大村一丁目の松尾町内にある、今はもう栗林になっているところ

なんです。３０年ぐらい前にこの土地を取得されて現在に至っております。昨年あたりから

売却先を探されていて、今回、○○が譲受人となっています。この○○は、○○のたくさん

ある中の農事組合法人の一つでして、先ほど事務局からも説明があったように、農地所有適

格法人としての要件を満たしております。３年３作以上の誓約書も提出されております。実

際にグル―プ内で大型のトラクターや牧草の収穫機も所有されておりますし、周囲に自給飼

料を作付されている実態もあります。今回の３条要件としては、問題ないと思われますので、

みなさんのご審議をよろしくお願いします。 

 

○議長 

3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番大村は、許可することとします。 

続いて４番西大村、事務局から説明をお願いします。 
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○事務局 

４番西大村、古賀島町の農地、地目 畑、面積 535㎡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、農振外農用地外の農地です。 

なお、譲受人は農地約 1.2ha で農業を行っており、下限面積を超えています。トラクター、

耕運機などを所有し、農作業歴は 60年、家族２人で農業に従事されています。自宅からは

農地まで車で１０分です。 

誓約書によると、普通野菜を栽培し、毎年、反当り 300kg を収穫見込みとなっています。 

 

○議長 

それでは、４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 

 ○○さんが高齢になっておられて、今度譲渡されるところの農地も青年部の方がキャベツ

を作っておられるところでした。隣は家も建っていて大部分が日陰になっていて、高齢で仕

事も大変なので、隣のハウスが○○さんのハウスで、その並びで買われるんじゃないかなと

思います。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

○議長 

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、４番西大村は、許可することとします。 

続いて、８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。はじめに、1番西大村、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、池田 2丁目の農地、地目 畑、面積 1,815 ㎡のうち 896.09 

㎡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。 

本件は、申請者が○○の後継者でもあり、○○の従業員駐車場やイベント時の来客用駐車

場として利用するものです。土地利用計画は駐車場 24台分の建設です。 

資金は預金通帳の写しで確認済み、被害防除計画は、現状のまま利用、砂利敷きで、雨水

は、北側がすでに転用許可を受けた駐車場なので、全体の駐車場の分を北東側の申請人所有

敷地既設側溝へ自然流下です。周囲に農地はありません。 

 

○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。 
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○委員 

 周りに農地もありませんし、一部が駐車場と、その続きの部分を駐車場に拡幅するという

ことで、地元農業委員・推進委員で見てまいりましたところ、何ら問題ないと判断しました

ので、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＞ 

 

○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番西大村、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

２番西大村、上諏訪町の農地、地目 畑、面積 1,057㎡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２種農地です。 

本件は、賃貸駐車場 18 台分を建設するものです。 

資金は預金通帳の写しで確認済み、被害防除計画は、現状のまま利用、砂利舗装で、雨水

は勾配を北西側につけて、自然流下です。周囲に農地はありません。 

 

○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、長年、管理状態の農地であります。近くはほとんど○○の施設で、その駐車場の

下の方にもまた新しく○○の施設が建っていました。周りに農地はございませんので、何ら

問題ないと判断しました。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。 

 

＜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。 

続いて、９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。 

はじめに１番鈴田、事務局から説明をお願いします。 
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〇事務局 

第３号議案１番鈴田、小川内町の農地、地目 田、合計面積 471 ㎡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、農振内農用地外の第１種農地ですが、例外規定「集落接

続要件」に該当するものです。既に農用地除外が済んでおり、先月も提出され保留となって

いた案件です。理由は、上からの田ごしの水を確保できない恐れがあるとのことでした。こ

の点は、工事業者と話がつき、隣接者の同意も得ています。 

土地利用計画は、申請地を譲受人の住居用地とするものです。資金は事前審査回答書で確

認済みで、土地利用計画は、盛土最高 0.5m、擁壁設置、雨水は東側の側溝に接続放流、汚

水も東側公共下水道接続です。南北に農地があります。 

 

○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 

 話を聞きましたら、グレーチングをはめて、しっかりした側溝を造るそうです。唯一違っ

たのは、雨水が市道側溝にとこの前の説明ではあったんですが、市道側溝は道路の右側にあ

るんですよ。そこではなくて、今度造る側溝の方にお願いしますということで、了承をもら

っております。一本だけ上から水がどんどん来るんですよね。それもきれいに下に流すよう

にもう一回り大きいサイズのＵ字溝をはめるということで、下の地権者の方とも了承をもら

っております。審議のほどよろしくお願いします。 

 

○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。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、１番鈴田は、許可相当とします。 

続いて 2番鈴田、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

２番鈴田、小川内町の農地、地目 田、面積 317㎡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、例外規定「集落接続要件」に該当するものです。 

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、土地利用計画は、現状のまま利用、擁壁設置、雨水は西側の既存道路側溝に

接続放流と一部自然流下、汚水は北側公共下水道接続です。東側に譲渡人所有の農地があり



10 
 

ます。 

 

○議長 

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 

 先ほどの農地の残りです。市道に面したところで、下水道、雨水も目の前に市道側溝が、

前の道路が拡張で、今やっと工事が終わってですね、道路側溝等も今はしっかりしておりま

すので、まったく問題ないと思います。後ろの農地も先ほどの親が買われますので、何も問

題ないので良いのではないかと思います。審議のほどよろしくお願いします。 

 

○議長 

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＞ 

 

○議長 

異議なしということで、２番鈴田は、許可相当とします。 

続いて 3番大村、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

３番大村、久原 1丁目の農地、地目 畑、合計面積 267㎡、併用地を含む全体面積は 324

㎡の転用申請です。契約は売買と贈与。 

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、1区画の分譲宅地とするものです。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、擁壁設置、雨水は南西側に流して既設側溝に放流、汚水は

南東側道路の公共下水道に接続です。南と西側に農地があります。 

 

○議長 

３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、事務局の方からご説明があったとおりでございますが、西側の畑は段差が５、６メー

ターありまして、上の申請地の農地を転用する分には特に問題ないと思ってまいりました。

○○は、現在は擁壁になっている部分だろうと思うんですよね。一番心配したのは、道路に

面している部分がほんの僅かなんですね。併用地というのが今度売られる人の土地なんです

けど、今度買われた場合にですね、確認申請が下りるのかなと、そういう心配をしています。

家を建てられる場合に、実際道路に面している部分が、この○○というのが１メーターぐら

いしかないわけですね。高低差がそしてあるわけですよ。そこをちょっと心配したのですが、
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どういうふうに事務局の方は見られたのか、こういう場合に許可を出して問題ないのかどう

か、皆様のご審議をお願いいたします。 

 

○事務局 

 道に接している部分が少ないということなんですが、実際の計画では、併用地部分を敷地

への進入口として利用できることになっておりますので、接道については問題ないかと思い

ますけれども、それで実際に建築確認が下りるかどうかというところまでは、事務局の方で

審査をしていない状況でございます。以上です。 

 

○委員 

 併用地は、将来的に利用していいということで隣地の方はおっしゃっているんじゃないか

と思うのですが、代が代わった場合にこれは自分の土地だという問題が出てくるかもしれな

いわけですね。そういった場合に、出口が出入りできなくなった場合に、そこまで心配する

必要はないんですかね。今までも、そういう問題っていうのは出ているんですよ。現状では

通っていいと、しかし、代が代わったらこれは自分の土地だから通っちゃいけないと。そう

いう問題がいくらでもあるわけですよね。みなさんご存じのとおり、長崎でもテレビでやっ

ていましたけども。そういうところまでは農業委員会で心配する必要はないのかなと。そう

いうふうに思うんですけども、みなさん方どうでしょうかね。 

 

○議長 

 今の○○委員の提案につきまして、みなさん方ご意見はないでしょうか。 

 

○事務局 

 ここの併用地のところは、今担当が説明したとおり、許可しますということで承諾書をも

らっております。申請地と併用地の部分を使って、今回の計画がされているという状況でご

ざいます。確かにおっしゃるように、こちらの宅地の方の車庫のような形で今、ここに車を

停めているわけですね。確かに段差があって、どちらかというとこちらの自宅の方の土地に

高さは近い感じかなと思ってまして、こことの間には何センチかの差があります。この後の

計画が、ここを現状のまま利用というふうにはなっていたので、そこまでの確認はしており

ませんけれども、私の想像ではですね、ここのところに建てられる方が車を停めた形で家を

こっちの方に造られるんじゃないかなということで、確かここは１区画の分譲宅地ですね。

だから、分譲宅地として、後は購入された方がどういうふうに利用されるかというところで

はありますけれども、そこは、農業委員会としては、農地の転用ということについては、粛々

と、その点については、やむを得ないというふうに考えております。実際に購入された方が、

今から建築確認申請の手続きとかをされると思いますけれども、そこはそこで、建築課の方

の申請で、今後の問題として処理されていくのではないかなと思っております。以上です。 

 

○議長 

 そういうことでよろしいでしょうかね。 
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 他の委員の皆様方から何かありませんでしょうか。 

 

○委員 

 農地を宅地にするということでは別に問題ないんですよね。そしたら、農業委員は、それ

を粛々と、異議なしで出すだけですよ。後のことは、開発者とか、建築確認とか、それはお

任せしますから。だから、私としては問題ないと思います。 

 

○議長 

 今、意見としては、転用については建築とはまた別なので、良いのではなかろうかという

ことですが、みなさん方の意見はどうでしょうかね。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、３番大村は、許可相当とします。 

次に４番大村、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

４番大村、赤佐古町の農地、地目 畑、現況 雑種地、面積 164 ㎡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。昭和 49 年に転用許

可済みのまま、当初計画者が死亡なされた案件です。 

土地利用計画は、自己住宅を建設するものです。資金は融資証明書で確認済みで、被害防

除計画は、現状のまま利用、擁壁設置、雨水は敷地西側に設置した浸透桝から自然流下、汚

水は北側道路の公共下水道に接続です。東側に農地があります。 

 

○議長 

４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 

 事務局から説明があったように、昭和４９年にすでに地目が雑種地に変更されている状況

でございます。当初の計画者が亡くなったということで、４０数年経った今になって、また

改めて申請を出されたということだろうと思います。計画どおりであれば、雨水、生活排水

の処理についても何ら問題ないと見てまいりました。審議のほどよろしくお願いします。 

 

○議長 

４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、４番大村は、許可相当とします。 

次に、５番西大村、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

５番西大村、諏訪 2 丁目の農地、地目 畑、面積 356 ㎡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、都市計画区域内の第３種農地です。 

土地利用計画は、自己住宅を建築するものです。資金は正式申込のご案内で確認済みで、

被害防除計画は現状のまま利用、擁壁の設置、雨水は周囲に雨水桝を設けて、南西側の既存

雨水枡から水路放流、汚水は南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 

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 

 ここは宅地に囲まれた部分に残っている畑でありまして、周りは宅地と道路だけですので、

何ら問題ないと判断してまいりました。皆様のご審議をよろしくお願いします。 

 

○議長 

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。 

次に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、古町 1丁目の農地、地目 畑、面積 354㎡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、都市計画区域内の第３種農地です。 

土地利用計画は、保育所の運動場用地とするものです。資金は預金通帳の写しで確認済み

で、被害防除計画は盛土 1.05～1.36m、擁壁の設置、雨水は中央から東西に流して、既設

の水路に放流です。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。 
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○委員 

 ○○の正門の真向かいに○○がありますけども、その隣接地です。今まで農地ではあった

んですけども、全然耕作されておりませんでした。ただ草を払うぐらいでしてありました。

これを○○でグラウンドとかに使用する目的で借りられるそうです。周りに隣接する農地も

ございませんし、周りも全部宅地でございますので、何ら問題ないと思って見てまいりまし

た。ご審議を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。 

 

 ＜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。 

続けて、７番西大村、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

７番西大村、古賀島町の農地、地目 畑、面積 341㎡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、2 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

害防除計画は現状のまま利用、擁壁設置、雨水は東側道路の既設側溝に接続放流、汚水も東

側道路の公共下水道接続です。北西側に農地があります。 

 

○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 

 昨日、４人で現地を見てまいりました。裏の畑のところの方はこうなることを誰からも聞

いていないと言われたので、譲渡人さんに言ったんですけど、不動産屋さんにお任せしてい

るということで、○○さんに電話をして、畑の人に説明をしに行ってくださいと電話をして

おきました。畑の所有者さんは、入り口とかが狭くなると困るとか、壁ができると困るとか

おっしゃっていました。この被害防除計画で、６．５メーターという建物の高さを制限する

とか書いてありますけど、どんな建物が建つか、向こう側にくっつけて建つかもわからない

ので、○○さんに畑の所有者さんの要望があればなるべく聞いてくださいとは言いましたけ

ど、みなさんのご審議のほどよろしくお願いします。 

 

○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。 

 



15 
 

○委員 

 ここは用途地域で、第３種農地ですので、こういう形で書類が揃っておけば、不動産屋さ

んを信じて、高さ制限を設けるという被害防除を出されていますので、それによって信じる

しかありませんので、私たちは問題ないと感じましたので、みなさんのご審議をよろしくお

願いします。 

 

○議長 

 そういうことですが、みなさんいかがでしょうかね。 

 

 ＜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。 

今、○○委員が言われたようにですね、西大村、竹松のこの辺りはだいたい第３種農地で、

書類があったら必然的に許可相当としなければならないような状況でございます。そういう

ことで参考意見ですけども、付け加えておきます。 

続いて 10ページ、８番西大村、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

８番西大村、協和町の農地、地目 畑、現況 宅地、面積 233 ㎡の転用申請ですが、す

でに昨年 11 月の総会で審議済みの違反転用案件です。総会の「顛末書を提出させ、新たに

5 条転用追認申請させるのが妥当」との意見を提出したところ、県から追認許可相当と判断

されています。 

判断の理由は、当初から申請していれば許可相当だったこと、違反転用により周辺農地や

農業への影響がないこと、原状回復を行うことは物理的に難しいこと、違反者は故意に違反

したのではなく、反省の意を示しており過去に違反転用を行ったことがないこと、以上の 4

点です。 

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、現状のまま利用、雨水は溜枡から北東側既設側溝に放流、汚水も北東側

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 

８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、事務局から説明があったとおりです。昨年の７月の末ぐらいから工事に入って家が建

っているんですけども、建築屋さんの申請ミスということで今に至ってしまいました。ここ

は最初に転用申請していれば何も問題なく通ったところだろうと思って見てまいりました。

顛末書も出されておりますし、県から追認申請に当たるということで返事も来ていますので、
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やむを得ないんじゃないかと思っておりますが、みなさんのご判断をお願いいたします。 

 

○議長 

８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、８番西大村は、許可相当とします。 

次に９番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

９番竹松、大川田町の農地、地目 畑、合計面積 704.56㎡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、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、現状のまま利用、擁壁設置し、雨水は西側に流して西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放流です。東側に農地があります。 

 

○議長 

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、道路も整備されてはいるんですけども、上に畑がありまして、進入路関係を確認

しましたところ、隣のアパートの駐車場の方から入るということで問題ないと確認してまい

りました。雨水・下水も道路に沿って入っているのに全部流すということで問題ないかと思

って確認しております。ご審議をよろしくお願いします。 

 

○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。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○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。 

次に 10番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

10番竹松、宮小路１丁目の農地、地目 畑、面積 253㎡、併用地を含む全体面積 648.85

㎡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、都市計画区域内の第３種農地です。 

土地利用計画は、個人住宅１棟の建設です。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、雨水は敷地内に浸透桝を設けて放流、汚水も

通路から西側道路の公共下水道に接続放流です。なお、「一般個人住宅は法面、進入路等を除

く有効面積の上限の目安が 500㎡」とされていますが、ここの進入路部分が 164.09 ㎡と

なっており、有効宅地面積は 484.76㎡で、一般個人住宅の面積基準の範囲内となっており

ます。この進入路部分は周辺農地への通路としても使用されます。東と南側に農地がありま

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 

 確認に行きましたところ、上に畑が３軒分ありますけども、その畑の進入路に併用される

ような道でありまして、今、併用地と書いているところに家が１軒建っていまして、誰も住

んでない古い家でありました。申請地は、個人が畑を作っておられたんですが、そこの畑を

転用した後に家を建てられるようです。もともと家のあったところに駐車場を造られるよう

ですので、問題ないかなと。汚水は道の方に流されますし、雨水は溝がありませんので、自

然排水でされますので、そこは問題ないかなと思って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 

10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、10番竹松は、許可相当とします。 

次に 11番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

11 番竹松、富の原 2 丁目の農地、地目 畑、面積 495 ㎡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、都市計画区域内の第３種農地です。 

土地利用計画は、歯科医院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 0.3ｍ、擁壁の設置、雨水は敷地内溜枡から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放流です。東西に農地があります。 

 

○議長 
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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 

 上の畑は貸される方の畑です。手前の下のところは隣の家の畑で、もう家庭菜園みたいに

して何人かで野菜を作っておられるような状況です。先ほど事務局が言われたように、雨水・

汚水等は大きい道の公共用の方に流れますんで、雨水も道路の左側に大きい幅の水路があり

ますので、何も問題ないと思って、下の隣の方にも話はしたねということで確認しました。

貸してこういうのを造りますよということで確認しましたので、何も問題ないと思って見て

まいりました。よろしくお願いします。 

 

○議長 

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番福重、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

12番福重、沖田町の農地、地目 畑、面積 574㎡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、レンタカー事業用車両置場とするものです。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、砂利舗装で土留め工事を実施、雨水は東側に流し、

市道側既設側溝に接続放流です。西側に農地があります。 

 

○議長 

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 

 横も○○さんの土地で、下の方には太陽光もしてらっしゃいます。富の原で修理工場とか

レンタカーとかもしてらっしゃいますので、駐車場が足りないということでここを申請した

ということでした。奥の方に田んぼがありますけど、ここは日照権なんかは関係なかろうと

みんなで判断してまいりました。以上でございます。みなさんの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。 
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 ＜異議なし＞ 

 

○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。 

次に 13番福重、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

13番福重、福重町の農地、地目 畑、面積 392㎡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）の農振内農用地外、第２種農地

です。 

土地利用計画は、高齢者交流の場として木工細工作業所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、雨水は西側道路の既設側溝に接続

放流です。東側に農地があります。 

 

○議長 

13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 

 この間、現地を見ましたところ、そこに高齢者の木工作業場を簡単な屋根だけで造るとい

うことで、周囲にも日照権の問題などは何も起こらないだろうと見てまいりましたので、審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○議長 

13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、13番福重は、許可相当とします。 

次に 14番松原、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

14番松原、野岳町の農地、地目 畑、現況 介在畑、面積 213 ㎡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。こ

こは、昭和 57年に転用許可を得たまま、倉庫を建設したまま転用実行者が死亡されており、

今回新たに申請があっています。 

土地利用計画は、資材置場とするものです。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、雨水は敷地南側に流して、既存道路側溝に接続放流と自然浸透
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です。北側に農地があります。 

 

○議長 

14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、事務局から説明があったとおりでございます。北側に畑がありますが、結構段差があ

りまして、作付もされておりませんし、何ら問題ないと思います。譲渡人と譲受人の親が兄

弟でありまして、以前にも横の道側も購入されていたんですけども、今回、譲渡人が会社員

で、農作業等をされませんので、今回の売買になったということでございまして、何も問題

はなかろうと判断してまいりました。ご審議をよろしくお願いします。 

 

○議長 

14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、14番松原は、許可相当とします。 

続いて、11 ページ、第４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番萱瀬、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

第４号議案１番萱瀬、黒木町の農地、地目 田、現況 原野、面積 528 ㎡、申出人及び

利用者は、記載のとおり、申出によりますと、自然荒廃により、原野化しているとなってい

ます。 

場所は、都市計画区域外の第 2種農地です。 

ここは、確かに車の侵入は難しく、所有者も 90 歳を超える高齢ですけど、耕作されてい

る隣の農地への影響や子どもさんあたりでも耕作できないかとの意見があり、先月保留とな

った案件です。 

先月から追加された情報として、申出人から、①申出人は 1 人世帯で、息子は早く死亡、

②娘 2人は７０代で後継者はなく、これ以上の維持管理が困難、③すぐ下の○○さんの耕作

地は、すぐ下の自宅に駐車、機械等の収納が可能な点を考慮いただきたい旨の意見がありま

した。 

 

○議長 

それでは、1番について、萱瀬地区農業委員・推進委員お願いします。 

 

○委員 
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 今、事務局から説明がありましたとおりでございます。前回は、私たち委員も、下の○○

さんへの影響を考えて保留というのが一番の原因だったわけでございます。しかし、事務局

が言われましたとおり、本人さんも９０数歳で、家庭の事情もかなり考慮しないといけない

かなと、このまま保留していてもですね、いずれは誰もする人がいないんだったら荒れてい

くことが確実でございます。そこで、一番の影響がある○○さんに事情を確認しに行ってき

ました。○○さんも、高齢であられるし、無理を言っても現実にはできないような状況をご

理解いただきました。ですので、前回は保留だったんですが、今回は承認すべきだろうと判

断しました。以上でございます。みなさん方のご審議をよろしくお願いします。 

 

○議長 

1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、１番萱瀬は、承認することとします。 

続いて 12ページ、第 5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。 

第 5 号議案１番西大村、上諏訪町の農地、地目 畑、現況 宅地、面積 362 ㎡、違反転

用者は、上諏訪町○○様です。本件は、経緯にあるように、すでに家屋完成後、登記の際に

気づいたとのことで、違反転用者から依頼された業者である○○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。建築確認は５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、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「違反転用に伴う被害及び苦情は報告されていないこと、違反歴は無く当初か

ら申請していれば許可相当と見込まれるため、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 

 私たちが１１月かに下の○○さんの奥のところを開発申請するという部分で見た時にすで
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に建っていました。その時はそこに農業用倉庫が建っていたんですね。それで、たぶん工務

店さんが勘違いされたんじゃないかなと思います。所有者が○○さんの奥様のお父さんとい

うことで、それを譲受けて家を建てたということで、違反転用で追認許可が県の方から下り

ればやむを得ないと思いますので、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＞ 

 

○議長 

ご異議がないようですので、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。 

続いて、13 ページ、第 6 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 

13 ページ、第 6 号議案 1 番竹松、黒丸町の農地、面積 1,391 ㎡、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。 

借入申込者は、借入地へ野菜の作付を計画しており、賃貸借による利用権の設定期間は、

令和２年２月１０日から１年間です。 

次に２番福重、立福寺町の農地、地目 田、面積 1,361 ㎡、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。 

借入申込者は、借入地に水稲の作付を計画しており、賃貸借による利用権の設定期間は、

令和 2年２月１日から５年間です。 

第 6号議案の借入申込者は、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、１番竹松及び２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、１番竹松及び２番福重は、承認することとします。 

続いて、１４ページ、第７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、15 ページ、第 8 議案「農地中間管理事業による農用地利用
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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 7議案及び第 8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7号議案の農用地利用集積計画の借入申込者及び第8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、配分計画の息子さんが借り入れるも

のです。設定する権利は使用貸借権、借入地にはお茶の栽培を計画されています。 

場所は、報告第１号及び報告第２号１３番大村で説明したとおりです。 

以上、第７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８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７号議案及び第８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７号議案については、承認することとし、第８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。 

 


