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総会議事録（第９回） 

 

１ 開催日時 令和元年１２月２５日（水）１４時～ 

２ 開催場所 大会議室 

３ 出席委員（３５名） 

○農業委員（１８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  １３番 久保 一誠 

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（１７名） 

１番 城山 正巳  ２番 平山 清孝  ３番 小川 國治  ５番 渡邉 重徳 

６番 大島 弘美  ７番 野添 幸重  8番 一瀬 晃  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（１名）  １４番 藤﨑サヨ子 

○推進委員（２名）   ４番 大久保勝範 ９番 福田 末広 

 

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 非農地証明願の件 

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 農業経営基盤強化促進事業による利用権設定の件 

報告第２号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

 

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９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。 

１４番農業委員、４番推進委員、９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、６番農業委員、１２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番鈴田、小川内町の農地、地目 田、面積 798㎡、使用貸人及び使用借人

は、記載のとおりです。 

場所は、農振内の第１種農地です。 

次に 2番竹松、小路口本町の農地、地目 田、面積 1,190㎡、使用貸人及び使用借人は、

記載のとおりです。 

場所は、都市計画区域内の農振外の農地です。5条 5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
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とします。 

1番萱瀬、事務局から報告願います。 

 

○事務局 

第 1号議案 1番萱瀬、荒瀬町の農地、地目 畑、面積 942㎡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、譲受人は農地約 1.3ha 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 50年、自宅から譲受地まで車で３分です。 

農地法第３条等の許可に関する規程による誓約書によると、ホウレン草を栽培し、毎年、

反当り 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、萱瀬地区農業委員・推進委員お願いします。 

 

○委員 

ただいま事務局から説明がありましたけれども、譲受人の○○さんについては、かなりの

土地を耕作されてます。傍ら、農業をされてますが、造園業を営んでおられます。そういう

ことで、譲受人については問題ないかと思います。譲渡人ですけれども、○○さんは息子さ

んで、世帯主の方は５年から７年ぐらい前に亡くなられて、その後実家の方は農業をされて

おりません。ですから、売買が成立することについては異論はなしということでみんなで見

てきました。ただ、この土地はですね、ホウレン草を作るということで、９００㎡を超える

広さなんですけど、狭い進入路が公民館の裏手から入るだけなんですね。幅とすれば２メー

トルもありません。トラクターとか軽トラックが入るような土地ではありません。ですから、

北側のミカン畑とか周辺の方々に売買があれば有効利用が望めるんではないかと見てまいり

ました。ただ、今回はそういう話は事前にできておりませんが、いいのかなということで見

てきました。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。 

 

○委員 

 地元委員さんが見て問題ないという意見であれば異議なしで通したいと思います。 

 

○委員 

 地元委員さんがいいと言われればいいんですけども、機械を入れたりするのに進入路がな

いというのはどうかと思うんですけど。 

 

○委員 

 本気で百姓されているんですか。 
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○委員 

 自作地も１町を超えてされてますから、本気とかそういう詮索をすることじゃないと思う

んですけどね。 

 

○議長 

 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、1番萱瀬は、許可することとします。 

続いて 2番萱瀬、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

2番萱瀬、黒木町の農地、地目 田、合計面積 1,436㎡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、譲受人は借入地約 0.25ha で農業を行っており、今回の申請及び 3番萱瀬の申請で

下限面積を超えます。トラクター、耕運機、ハーベスタなどを所有し、農作業歴は 3 年で、

自宅からは農地まで５分です。 

農地法第３条等の許可に関する規程による誓約書によると、水稲を栽培し、毎年、反当り

500kg～600kg 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、萱瀬地区農業委員・推進委員お願いします。 

 

○委員 

ただいま事務局より説明があったんですけども、譲渡人がお年寄りでもうできないという

ことで買われると思います。綺麗にしてあって作業はしやすいところです、日当たりがいい

ところなんですけども。この○○さんという方は、農業と風呂屋さんです。今まで２反ぐら

い借りて作っておられ、今回これを購入して規模拡大ということで、みなさんのご審議をよ

ろしくお願いします。 

 

○委員 

 目的が水田であるならば、機械化が進んでいるし、そう無理はいかんかなと思いますけど。

水田であれば、コンバインとか何とかもできますし、水のきれいな清流の米を作りたいとい

う願望ではなかろうかと、また、そういった意欲を持った方にするなとか言うのは無理じゃ

なかろうかと思います。 
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○委員 

 事前にそういう話をしました。先般の総会の折にも３年３作しなくてはいけないというこ

とだとか、この○○さんにつきましては、２カ月か３か月ぐらい前に中岳の○○さんの水田

を借りて作るという申請があったところでございます。ここも水田ということで、経過観察

は農業委員でしていくということを踏まえて、これ以上詮索をするべきじゃないということ

で萱瀬地区の委員はまとまっていますので、よろしくお願いします。 

 

○議長 

 私も現場を見ておりますので、畔は全部コンクリでしてありますし、水路のすぐ隣が小さ

な川ですけども、そこから引けるようになってますし、県道からそのまま入れるような道も

作ってありますし、そう荒れるようなところではなかろうと思っております。先ほど委員か

ら話がありましたように、○○さんという方の土地を借りて米を作って、風呂屋もされてお

りますけども、そこで食事とかをするようになって、そこで米は消費をされてるようでござ

います。 

 

○議長 

 それでは、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番萱瀬は、許可することとします。 

続いて 3番萱瀬、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

3番萱瀬、中岳町の農地、地目 田、合計面積 2,732㎡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 2 番萱瀬と同一人物です。自宅からは農地まで５分で、誓約書によると、

ここには露地野菜を栽培し、毎年、反当り約 100kg 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、萱瀬地区農業委員・推進委員お願いします。 

 

○委員 

 ここも○○さんが買受をされるところです。トラクターで耕うんをしておられました。温

泉を経営されてますけど、やる気はあるんじゃないかなと思います。私たちが一番心配する

のは、せっかく買われてまた荒れ地になったら何の意味もないと思います。みなさんのご審

議をよろしくお願いします。 
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○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番萱瀬は、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。はじめに、1番大村を議題とします。それでは、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、木場 1丁目の農地、地目 山林、現況 畑、面積 2,552㎡のうち

894㎡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、近くにある認定こども園の既存駐車場が狭いため、園の要望等もあり駐車場を建

設し賃貸するものです。土地利用計画は駐車場 42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、アスファルト舗装

で、雨水は南側に新設する側溝から西側集水桝を通して西側既設水路に接続放流、汚水は発

生しません。 

 

○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 

 先ほど事務局から説明がありましたように、そこの園は大体 130 人ぐらいの園児と 40

人ぐらいの職員がいらっしゃるということで、既存の駐車場が 21 台ほどで、慢性的に不足

しているという状態で、こども園の方から要望があって、申請地に駐車場を建設して貸し出

したいということだそうです。周囲の農地として、北側のミカン畑は申請者の持分でござい

まして、他には農地はございません。雨水排水に関しましても、南側に側溝があり、そちら

に放流するという計画です。大変いい土地なんですけど、現状、駐車場が不足しているとい

うことで、やむを得ず４条の申請が上がってきたところです。みなさんのご審議をよろしく

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 
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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、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。 

はじめに１番三浦、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、面積 296 ㎡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、申請地に自己住宅を建設するものです。 

資金はローン会社の本審査手続のご案内で確認済みで、被害防除計画は現状のまま利用、

雨水は南西側に集めて、隣地をとおり西側市道の既設側溝に接続放流、汚水は東側の公共下

水道接続です。 

北側以外に農地があります。 

 

○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。 

 

○委員 

ここは数年前から１年に１、２回草刈りをされております。２３日に現地を見に行ったと

ころ、そこには丸々と太ったヤギが１頭放たれておりました。北側は道路を隔てて住宅が建

っております。申請地の西と南は農地がございます。申請地の東と南は申請人の土地という

ことで問題ないと思います。下水の方は東の方を通っている公共下水道を通すと、雨水の方

は南側にある申請人の土地を許可を得まして、西側の市道の側溝に流す予定ということです。

委員としては問題ないということで見てまいりました。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、合計面積 471㎡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（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「集落接続要件」に該当するものです。 

当案件は、今年の８月総会で農振農用地除外の議案が出され、支障なしとの意見をつけて

農振部局に提出していたもので、最終的には１２月１８日付で県の変更がなされています。 

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。南北に農地があります。 

 

○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 

農用地のど真ん中なんですけど、市道の横にですね、上の田から、昔で言う田ごしの水で、

田を伝わって下に水が行くんですよ。正式な市の水路もできています。ところが、これから

いくとですね、この水を止めているんですよね。水路を確保できていません。下の土地は、

福重の○○さんという方が持ち主ではあるんですけど、管理は前農業委員をされていた○○

さんという方が親戚で管理をされています。○○さんに聞きましたところ、水というのは使

う時のことを考えてしてもらわないと、もう使わないだろうからとすると後からもめること

になるから、水は流れるようにしていてもらわないとということで意見はもらっています。

この市道の右側に道路側溝があって、用水路ではないんですよ。ここを作る時に市に交渉を

されて道路側溝から水が流れるようにはなってるんですけど、実際は上からの水で昔からし

てあるんですよ。そこらへんを加味したら、意見として、水路の確保がない限りは保留では

ないかということで、鈴田地区の農業委員としてはそういう意見でまとまりました。以上で

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。 

 

○委員 

 田ごしの水であればですよ、開発の中で水路を設けて下にしないといけないのではないの

ですか。意見としてですが、下流の地権者の要望は聞かなかったんですか。鈴田の農業委員

さんを指摘するわけじゃないですが、こういった図面を見て、関係者を寄せて、設計管理者

を呼んで、そういったことは意見として出さないと、この図面じゃつまらんけん保留という

のは。 

 

○委員 

 下の人の意見はきちんと聞いたうえでです。下の地権者の○○さんという方ですけど、実

際の管理者は○○さんという方で、その方の意見を聞いたうえで、これはだめだということ

です。 
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○委員 

 わかりました。そしたら保留ですね。 

 

○議長 

他に何かご意見・ご質問はありませんか。 

それでは、地元委員さんから保留という話が出ておりますが、そういうことでよろしいで

しょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

 それでは、この水の問題が解決するようなことで、事務局の方からもそういう話をしてい

ただくようよろしくお願いします。 

よって、２番鈴田は、保留とします。 

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、水計町の農地、地目 畑、面積 365㎡、併用地を含む全体面積は 479㎡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

害防除計画は切土 1.4m、盛土 0.3m、法面保護をして、雨水は敷地南東側に浸透桝を設け

て自然流下、汚水は北側の公共下水道に接続です。周囲に農地はありません。 

 

○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 

 隣に墓地がありまして、申請地は何年も耕作されてませんで、時にさつまいもを譲渡人が

作っていたような形跡があるぐらいの土地でして、道路に面したところを削って整備すれば

立派な宅地になるんじゃないかと思って見てまいりました。雨水は浸透桝というのはちょっ

とどうかなあと思うんですけども、下水は入ってますので特に問題ないと思います。ご審議

をよろしくお願いします。 

 

○議長 

３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、３番大村は、許可相当とします。 

次に４番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

４番竹松、鬼橋町の農地、地目 田、面積 1,535 ㎡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６区画の分譲宅地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 0.65～1.15m、擁壁設置、雨水は、北側に向かって設け

る進入路両側に設ける側溝から南側に流して、最終的には暗渠で南側道路の既設側溝に接続

放流、汚水も進入路から南側道路を通して、西まで新設する公共下水道に接続です。周囲に

農地があります。 

 

○議長 

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ます。 

 

○委員 

 周りの地権者からちょっと苦情が出ました。というのが、これは農道なんですね。それを

介して分譲地を造るということで、セットバックをしてきちんと造成をするということで、

問題はないということで申請は上がっているんですけど、この土地の名義人３名の方は高齢

の方で市内には居住されておりません、そういう方の所有地で、４、５年は放棄地化してお

って、たぬきが出てどうもされないという周りの方の意見も出たんですよ。草も払っても音

沙汰もない、連絡は行っていたようですけども、そういった問題といいますか、そういった

土地でした。そういうことで、再度、申請代理人、設計者、事務局も来ていただいたんです

が、地元の方も説明をしまして、農道の中に上下水道も入れる、ヘリコプターも飛ぶんだろ

うかと、説明をきちんとしまして、周りとの和解もできたようですので、問題はないかなと

思いますので、ご審議をよろしくお願いします。 

 

○議長 

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、４番竹松は、許可相当とします。 

次に、５番竹松、事務局から説明をお願いします。 
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○事務局 

５番竹松、小路口本町の農地、地目 田、面積 1,190 ㎡、実測面積 1,190.03 ㎡、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、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

害防除計画は盛土 0.8m、擁壁の設置、雨水は南側に側溝を設けて、西側から市道の既設側

溝に接続放流、汚水も南と東側道路の公共下水道に接続です。周囲に農地があります。 

 

○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、説明がありましたように、ここは水田でも一番上の田で、先ほど話もありましたよう

に田ごし水ということも私も考えてみたんですけど、そのことに関しては、一番右端の道路

のところに取り出し口をちゃんと作ってですね、東の方にずっと水路が流れておりました。

そちらの方を使って下の方は取られるんだろうと判断してきました。一番上でもありますし、

問題ないかなと思って確認してきたところです。ご審議のほど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。 

 

 ＜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。 

次に６番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

６番竹松、大川田町の農地、地目 畑、面積 253㎡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、都市計画区域内の第３種農地です。 

土地利用計画は、自己住宅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、被害防除計画は盛土 0.2m、擁壁の設置、雨水は、雨水管から北側の市道既設側

溝に接続放流、汚水も北側の公共下水道に接続放流です。南と西に農地があります。 

 

○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 

 贈与ということで、親子関係なんですよね。老後は隣で見るということで家を建てるそう
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です。この農地はですね、全部、お父さん、お母さんたちが耕作をしておられる農地です。

別段、問題ないかと見てまいりました。みなさんのご審議を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番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

７番竹松、富の原２丁目の農地、地目 畑、面積 165㎡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、資材置き場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、被害防除計画は盛土 0.3m、周囲にコンクリートブロック設置、資材倉庫２棟を設置し、

残地は砕石舗装、雨水は南側に流し南側の市道既設側溝に接続放流です。北と西側に農地が

あります。 

 

○議長 

７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 

 申請地は、○○さんの持っているところの一部を貸されるということで、資材置場という

ことで、境界はコンクリート擁壁で、30センチぐらい上げるということですが、雨水とか

は浸透して、あんまり出る時には市道の方にも通ってるので、今の計画では必要ないという

ことで、周りに畑が残ってますけど、○○さんの持分ですし、何も問題ないと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

○議長 

７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、７番竹松は、許可相当とします。 

次に５ページ、８番福重、事務局から説明をお願いします。 
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○事務局 

８番福重、今富町の農地、地目 畑、現況 介在畑、面積 351㎡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。ここは、平成１１年に５条許可済ですが、転用計画者が死亡されており、計画変更は不

要です。 

土地利用計画は、倉庫用地・資材置き場として利用するものです。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、周囲は既存の擁壁や石積があり土砂流出の恐れ

はありません。資材倉庫１棟を設置し残地は砂利舗装、雨水は北と南側に流し、それぞれ既

設側溝に接続放流です。北側に農地があります。 

 

○議長 

８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、事務局長より説明があったとおりでございます。周りには農地はありません。両方宅

地ですので、荒廃農地が減っていいんじゃないかと思っております。以上です。 

 

○議長 

８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、８番福重は、許可相当とします。 

次に９番松原、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

９番松原、松原３丁目の農地、地目 畑、合計面積 343㎡、実測面積 521㎡の転用申請

です。契約は売買と使用貸借。 

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。 

当案件は、今年の８月総会で農振農用地除外の議案が出され、支障なしとの意見をつけて

農振部局に提出していたもので、最終的には１２月１８日付で県の変更がなされています。 

土地利用計画は、自己住宅を建設し近くの両親、祖母を見守るというものです。資金は住

宅ローン審査結果通知書で確認済みで、被害防除計画は、盛土 1.5m、擁壁設置と法面保護、

雨水は雨水管を通して最終的には南側道路の既設側溝に接続放流、汚水は合併処理浄化槽を

設置して処理後、南側道路の既設側溝に接続放流です。北及び西側に農地があります。 

 

○議長 
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９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、説明のあったとおりですけれども、ここは上の畑の所有者が申請者のおばあさんで、

そのお孫さん、次男の方がここの家の近くに新築を建てるということで申請を出されており

ます。下の畑ですけれども、これは長年、申請者のお父さんが借りて管理をされておりまし

て、そこを雨水排水、汚水も含めてですけども、こっちの水路に流すということで、こっち

を買って物置を建てたいと言っておられました。何ら問題はないだろうと思います。ご審議

をよろしくお願いします。 

 

○議長 

９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、９番松原は、許可相当とします。 

次に、６ページ、第４号議案「非農地証明願の件」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 田及び畑、現況 公道、合計面積 585 ㎡、

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 22 年４月 17 日以前か

ら、道として利用され現在に至っているとなっています。国土地理院資料に、昭和 22 年４

月 17日の航空写真があり、現状と同じ道路が掲載されております。 

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 

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 

 ただいま説明のありましたとおり、現在道路になってるんですよね。特に問題ありません。

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＞ 
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○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。 

次に７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。

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、中岳町の農地、地目 畑、現況 原野、合計面積 257 ㎡、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、農振外と農振内農用地外の第 2種農地です。 

 

○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 

 ２３日に萱瀬地区の委員４人で見てまいりました。水路伝いに歩いて行って確認するとこ

ろもあったんですが、事務局の説明のとおり原野化しておりまして、なかなか重機、機械も

入るところはなく、耕作は無理かな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。 

次に、2番萱瀬、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

２番萱瀬、黒木町の農地、地目 田及び畑、現況 原野、合計面積 741 ㎡、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、農振外と農振内農用地外の第 2種農地です。 

 

○議長 

それでは、２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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 ただいま事務局より説明がありましたけども、○○は見たところ畑で、ちょっと柿の木な

んかが植わっておったんですよね。それで、非農地にするにはまだちょっと手を入れてよか

ろうと。○○はですね、ずっと山の奥で、木も生えておりました。ここは非農地でも仕方な

いなと思って見てまいりました。みなさんのご審議をよろしくお願いします。 

 

○委員 

 今、委員が言われたとおり、○○はですね、ここには草木が生い茂り道が狭く機械、車の

進入ができないと書いてあります。確かに車の進入は難しい、できないということなんです

が、ただ、○○に隣接してる農地は耕作をされています。同じ条件で耕作をされているとこ

ろがすぐ隣に、地続きであるということなんですよね。ですから、ここが非農地とした場合

に、その隣にどのような影響があるのかと考えた時にですね、やっぱり高齢ではありましょ

うけども、何とか耕作を続ける手立てをですね、例えば、柿の木が植わっているということ

がありましたので、機械が入らなくても草払い機械程度は搬入できますので、そういった形

で管理できないかというふうに思います。それから○○は、なかなか航空写真やゼンリン地

図を見ても場所の特定に困難を極めましたが、道路の右側沿いをずっと見て確認したという

ことになるんです。添付されてる写真なんかもですね、山の木とか、植物を写真で出されて

もちょっと難しいなと。できればこういう場合には、場所を示すものを置いていただければ

助かるなと思っております。そういうところも勘案してご了解いただきたいと思います。 

 

○事務局 

 ○○につきましては場所を見に行きまして、色のテープが木に結んでありました。上の方

については見つけきれなかったんですけど、道沿いのここからここまでというのは確認して、

申出人の申出の場所を確認しております。○○も見に行っております。おっしゃる写真とい

うのがなかなか山手でですね、ドローンとかで撮らない限りなかなか写真も撮れないんだろ

うと思いますし、場所はご本人が一番わかっておられますので、ここからここまでというこ

とで示されておりましたので、ご本人の申出ということで確認をしております。○○はおっ

しゃるとおり、ちょうど間になっているところで農業機械なども入らないということで、○

○ほどの原野化はしてなかったんですけども、事務局の方としてはこれ以上機械が入らない

ということで難しいのかなと思って見てまいりました。以上です。 

 

○委員 

 ○○さんですね、どのぐらいの年齢の方なんですか。病気とか体調不良とかいろいろある

でしょうし、この方が草払いとかなんとか可能なんでしょうかね。９１歳。このあたりは、

萱瀬の農業委員さんに一任いたしたいと思います。 

 

○事務局 

 補足ですが、○○については、機械は入らないけれども、農地になんとかできるんじゃな

いかというお話があっておりますが、参考までに、県の事務指針の中で非農地通知に該当す

る基準というのがありまして、その中で、一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地とい
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うことで、農業用機械などでは簡単に整地などができないような土地で、なおかつ、農業的

利用を図るための条件整備が計画されていない土地については、非農地通知の対象というこ

とになっております。この土地についても、草払いなどができないこともないんでしょうけ

ど、現実的には農業用機械の乗入れが困難で、なおかつ、所有者さんが９０数歳とご高齢と

いうことで、物理的条件整備というのは困難なものとして、事務局としては申出を受け付け

ております。以上です。 

 

○委員 

 下に家があって家の方は荒れないようにしているんですよ。この○○は機械は入らなくて

も草刈り機のようなものは入るんですよ。そのあたりは誰かに頼んで刈ってもらえないかと

思って見てきました。そういう現状です。 

 

○委員 

 ○○はここですよね、これが県道ですよね、ここが県営バスの方向変換場所ですよね。○

○の上にも下にも道路が通っている。ただ、この土地に入るには狭い道路があるわけですよ

ね、ただ、ここに耕作のための農業用機械が入るというのはかなり困難かなと思ってます。

この○○の下の農地は、道端の○○さんという方の土地で野菜などを作っておられるんです

よ。この細い道を使って耕作をされている。かたや○○は非農地ということになってしまう

と、一つはこっちが荒れてしまう可能性がある、そうするとこの耕作されている土地に悪い

影響を与えてしまうことになるんじゃないかと私どもは思ったわけですね。この○○には、

茅もちょっと植わってましたけれども、そんなに酷く荒れている状態ではありませんでした。

柿の木なんかも数本植わってまして、手の入れ方、物の作りようによっては非農地とせずと

もいいのではないかと。それと、○○さんは９１歳ということですが、この家族構成につい

ては残念ながら調査をすることはできませんでした。ただ、以前、私がこの地域を回ったこ

とがあるんですが、その時には小さなお孫さんなんかもいらっしゃったような状況もありま

すから、９１歳の方がお一人でお住まいということではないのではないかと。ここの点につ

いては、事務局の方で調査をしていただければわかると思うのでお願いをしたいと思います。 

 

○議長 

ただいまの意見について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

まず、木がたくさん生えている○○については、非農地通知ということで承認してよろし

いでしょうか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

 それでは、○○について、どういたしましょうかね。 

 

○委員 
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こういうところほど本当は農地中間管理機構が出てきて、こういうところを借り受けてく

だされば助かるんですけど、条件的・場所的に、借り手がないというのが現状まだわからな

いので、一時的にこういう人たちを農地バンクみたいな、例えば１年間、借りておくという

ことができないんでしょうか。その状況を見て、そのままにしていったら結局は荒れてしま

う状況になりはするんですけど、私たちとしてはまだ農地として残していくべき道を探して

いかないといけないと思うんですが、できれば期間を置いて、そういういい方法がないのか

なと思ったんですけど。 

 

○委員 

 ゼンリン地図を見せていただいたんですけど、娘さんが近所の○○さんに嫁いでおられる

ところのようです。娘さんに聞いたら詳しく、家も知っております。 

 

○議長 

それでは、○○については、保留ということでよろしいでしょうかね。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

 それでは、２番萱瀬につきましては、一部は承認、一部は保留ということにいたします。 

 先ほど委員から話がありましたように、先ほどの中岳といい、黒木といい、写真にありま

したように場所の特定が難しいわけですね。これは転用も一緒ですけど、印を竹の棒か何か

に赤いリボンなんかを付けて、以前は必ずするようになっていたわけですけど、特にこうい

う山間部の非農地通知とかはそういうふうにしていただかないと、写真は草や木を写してい

るだけでなかなか特定ができませんので、よろしくお願いします。 

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 

8ページ、第 6号議案 1番西大村、上諏訪町の農地、合計面積 2,537 ㎡、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、借入地へ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６月１日から２年間です。 

次に２番萱瀬、田下町の農地、地目 田、合計面積 977 ㎡、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。 

借入申込者は借入地に水稲と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１月１日から 4年間です。 

次に 3番竹松、富の原 2丁目の農地、地目 畑、面積 918㎡、貸付申込者及び借入申込
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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に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

和元年１2月 3１日から 5年間です。 

次に 4番竹松、富の原 2丁目の農地、地目 畑、面積 984㎡、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に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

和元年１2月 3１日から 1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項の各号の要件を満た

しているものと考えます。 

 

○議長 

それでは、１番西大村から４番竹松までについて、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番西大村から４番竹松までは承認することとします。 

続いて、9 ページ、報告第２号「相続税の納税猶予に関する適格者証明について」を議題

とします。事務局から報告願います。 

 

○事務局 

９ページ、報告第２号です。相続税の納税猶予の特例に関する適格者証明ということで、

本人から対象農地の異動の経緯及び今後、農業を行うかの確認、戸籍謄本、除籍謄本、相続

関係図及び遺産分割協議書等による相続関係の確認、土地登記簿謄本、農家基本台帳及び土

地台帳等による権利移動、地目、地積の確認、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番西大村、古賀島町の

相続人の○○様及び被相続人の○○様は、相続税の納税猶予の特例を受ける要件を満たして

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、何かご質問はありませんか。 

 

＜質問なし＞ 

 

○議長 

質問がないようなので、以上をもちまして、本日の議事を終了します。 


