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総会議事録（第７回） 

 

１ 開催日時 令和元年１０月２５日（金）１４時１５分～ 

２ 開催場所 第 8 会議室 

３ 出席委員（３５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  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（１８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  １９番 畠田 義博 

 

４ 欠席委員 

○農業委員（２名）         ４番 渡邉 隆弘  １４番 藤﨑サヨ子 

○農地利用最適化推進委員（１名） １８番 山道喜久美 

 

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４条の規定による許可申請の件 

第２号議案 農地法第５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後の計画変更承認申請の件 

第４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５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６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７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８号議案 土地改良法第３条の規定による資格証明について 

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 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７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、１４番農業委員、１８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、５番農業委員、１３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 

報告の前に、議案書の訂正をお願いします。１ページ、報告第１号、１番鈴田及び

2 番鈴田の解約理由を、「双方による合意解約のため」に修正をお願いします。 

はじめに報告第１号、１番鈴田 小川内町の農地、地目 畑及び田、合計面積 7,541

㎡、使用貸人及び使用借人は、記載のとおりです。 

次に、2 番鈴田 小川内町の農地、地目 畑、合計面積 11,796 ㎡、使用貸人及び

使用借人は、記載のとおりです。 

次に、3 番鈴田 小川内町の農地、地目 畑及び田、合計面積 11,341 ㎡、使用貸

人及び使用借人は、記載のとおりです。 

次に 2 ページ、4 番鈴田 小川内町の農地、地目 畑、合計面積 1,658 ㎡、使用

貸人及び使用借人は、記載のとおりです。 

次に、5 番鈴田 小川内町の農地、地目 畑、合計面積 13,658 ㎡、使用貸人及び

使用借人は、記載のとおりです。 

次に、6 番鈴田 小川内町の農地、地目 畑及び田、合計面積 7,780 ㎡、使用貸

人及び使用借人は、記載のとおりです。 
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次に 3 ページ、7 番鈴田 小川内町の農地、地目 田、面積 132 ㎡、使用貸人及

び使用借人は、記載のとおりです。 

今回の報告第 1 号は全て、後の利用集積及び利用配分と関連していますので、関連

及び場所については当該議案で説明しますが、全て農地中間管理事業に貸し付けるた

めの双方合意です。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、４ページ、第１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１号議案、１番西大村 西大村本町の農地、地目 畑、面積 206 ㎡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、娘さんが経営する学習塾の駐車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、被害防除計画は現状のまま利用、コンクリート舗装で雨水は

勾配をつけて南側既存側溝に接続放流、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。 

 

○委員 

 ４４４号線の通りのすぐ道路脇にあるところですけど、隣接する農地はございませ

ん。駐車場ということで建物が建つわけじゃなしに雨水だけの問題ですけども、道路

側溝に流すということで別段何の問題もない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。 

 

○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 
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異議なしということで、1 番西大村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 杭出津 3 丁目の農地、地目 畑、面積 138 ㎡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、

６台分の貸駐車場を整備するものです。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、転圧砕石舗装です。雨水は傾斜をつけて南東側市道の既設

道路側溝に放流です。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 

 ここも先ほどと一緒で駐車場にするということで、隣接する農地はございません。

砕石舗装の駐車場ということで、雨水関係も市道の側溝に流すということで、別段問

題ないと思って見てまいりました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○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２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２号議案、１番西大村 池田 2 丁目の農地、地目 畑、合計面積 1,152 ㎡、併

用地を含む全体面積 2,877.91 ㎡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、申請地に分譲宅地

8 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

0.1～1m、盛土 0.1～0.7m、周囲は土留めコンクリート設置、雨水は進入路の両側

に側溝を設けて、３か所に分けて既設水路に接続放流、汚水も南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 

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。 

 

○委員 

ここの申請地は数年前から売地となってまして、併用地の住宅の方にももう人は住

んでいないという状況でしたので、周辺にも農地はありませんので、特に問題はない

と思います。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。 

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 上諏訪町の農地、地目 畑、合計面積 171 ㎡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、農振内農用地外の第２

種農地です。土地利用計画は、申請地を従業員用駐車場とするものです。資金は預金

通帳の写しで確認済みで、現状のまま利用、砕石舗装で雨水は自然浸透及び西側市道

既設側溝に接続放流です。周囲に農地はありません。 

 

○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 

ここは、道に囲まれたところの三日月型の農地ですので、駐車場にしても、周りは

道です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

いたします。 

 

○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。 
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お諮りします。次の３番から 5 番までの案件は、７ページ第 3 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 

ご異議ありませんので、3 番西大村から 5 番西大村まで及び第 3 号議案 1 番西大

村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 

はじめに、７ページ第 3 号議案 1 番西大村 桜馬場 2 丁目の農地、地目 畑、合

計面積 1,547 ㎡、転用者は、〇○で変更ありません。当初、平成 15 年にこの 2 筆

で分譲宅地の許可を受けていましたが、○○の地権者から土地取得ができなくなった

ため、○○の 1 筆のみで宅地分譲とする変更申請です。すでに転用実行済みで、住

宅が建っております。場所は、都市計画区域内の第 3 種農地で、周囲は住宅地です。

そのため、残った〇○を 3 区画に分筆し、併用地を合わせて自己住宅を建てるのが

5 ページの第 2 号議案、３番西大村から 5 番西大村です。 

はじめに 3 番西大村 桜馬場 2 丁目の農地、地目 畑、現況 宅地、面積 126

㎡、併用地を含む全体面積 233.91 ㎡の転用申請です。契約は売買。当初の計画時

の地主の相続人が譲渡人で、子供さん夫婦が譲受人です。申請者は記載のとおり、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、雨水は西側既存道路側溝へ接続放流、汚水も南側の道路公共下水道接続です。

周囲に農地はありません。 

次に 4 番西大村 桜馬場２丁目の農地、地目 畑、現況 宅地、面積 110 ㎡、併

用地を含む全体面積 149.37 ㎡の転用申請です。契約は売買。申請者は記載のとお

り、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、雨水は南側既存道路側溝へ接続放流、汚水も南側の道路公共下水道接続

です。周囲に農地はありません。 

次に５番西大村 桜馬場２丁目の農地、地目 畑、現況 宅地、面積 129 ㎡、併

用地を含む全体面積 175.23 ㎡の転用申請です。契約は売買。申請者は記載のとお

り、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、雨水は南側既存道路側溝へ接続放流、汚水も南側の道路公共下水道接続で

す。周囲に農地はありません。 

 

○議長 

それでは、3 番から 5 番まで及び第 3 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。 
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○委員 

ここはですね、宅地になってる部分と農地のところが混在してるところで、細長い

長方形の部分です。農地の手前のところはもう宅地にされて、あとのところが農地な

んですけれども、長年管理だけされて、周りは住宅地の一角ですので、汚水・雨水等

もちゃんと整備されてますので、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 

3 番西大村から 5 番西大村まで及び第 3 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、３番西大村、4 番西大村及び 5 番西大村は許可相当としま

す。また、第 3 号議案 1 番西大村は、承認相当とします。 

続けて、6 番を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 畑、面積 398 ㎡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、第３種農地です。土地利

用計画は、申請地に使用借人の専用住宅を建築するものです。資金は住宅ローン仮審

査終了のお知らせで確認済みで、被害防除計画は盛土 0.15m、周囲に擁壁設置、雨

水は南側道路の既設側溝に接続放流、汚水も南側の公共下水道に接続です。北側及び

東西に農地があります。 

 

○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 

 先月あったところが長男さんで、今度は三男さんのおうちで、隣にハウスがあるん

ですけど、少し控えて擁壁をされるそうで、家も少しずらして建てられるので、雨水

も側溝に入れられるし、下水も公共下水道に流されるそうなので、周りの畑はお父さ

んの畑なので、問題ないと思います。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＞ 
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○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、６ページ、7 番、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

７番竹松 小路口町の農地、地目 畑、面積 302 ㎡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３種農地です。土地利用計

画は、申請地を保育園の駐車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、被害防除計画は現状のまま利用、砂利敷きで既存擁壁があります。雨水は

自然浸透です。周囲に農地はありません。 

 

○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 

 ここは保育園で以前の農地転用であった場所で、駐車場として利用されますし、砂

利敷きということで、自然流下ということで、周りにも農地はありませんし、問題な

いかと思って確認してまいりました。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

○議長 

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。 

続けて、8 番、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 2,761.11 ㎡、

併用地を含む全体面積 2,820.49 ㎡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３種農地です。土地利用計画は、申請地を資材

置き場及び警備誘導訓練場とするものです。資金は残高証明書で確認済みで、被害防

除計画は切土 0.4m、盛土 0.3m、砂利敷き舗装をし、雨水は周囲に側溝と溜枡、集

水桝を設置し南側道路暗渠水路に放流です。周囲に農地はありません。 

 

○議長 

８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。 
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○委員 

 ただいま説明があったとおりです。〇○がここを借りられるということで、何ら問

題ないかと思って見てまいりました。みなさんのご審議、よろしくお願いします。 

 

○議長 

８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番竹松は、許可相当とします。 

次に９番、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

９番竹松 宮小路 3 丁目の農地、地目 畑、面積 1,024 ㎡、実測面積 1,024.28

㎡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。資金は融資予

定証明書で確認済みで、盛土 1.1m、擁壁設置、雨水は道路から東へ進入路を設け道

路側の既設側溝から北側へ放流、汚水は進入路を通して西道路側、公共下水道接続で

す。西の道路側以外は、農地ですが、北と東側は学校用地です。 

 

○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、右側の方はずっと家があって、その奥に畑があるんですけども、ここは家

庭菜園的な畑でですね、申請地の土地は、昔は田んぼだったと思うんですけど、今は

何も作ってなくて、水路の方はですね、実習地の上の方、右の方から左の方に流れる

ようになってて、ここの土地にはですね、農業用の水路とかは関係なかったですね。

さっき事務局が言われたように汚水とかは左側の市道の公共下水に繋ぎ込むという

ことで、その左側の方は全部分譲住宅が建ってます。上の学校用地っていうところは

実習地であるし、売るということはないと思いますけども、そういうことで、この申

請に対しては何も問題ないと思います。 

 

○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＞ 
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○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。 

続けて、10 番、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

10 番竹松 今津町の農地、地目 畑、面積 922 ㎡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、

アパート 2 棟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、周囲に擁壁設置、南側排水管から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。東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 

 今、事務局の方から説明があったとおりですけど、南側は進入路で、東側に一部農

地があって挟まった状態なんですが、その農地が排水が悪くて水が溜まったような感

じでした。この地権者の方にどうするのか、転用がかかるよということで申し上げま

したところ、道路の進入路には側溝が出てるんですけど、今の段階では水が乗らない

ということで客土をしようかと思いますと地権者の方は了解済みでしたので、何ら問

題ないと思って見てまいりました。みなさんのご審議、よろしくお願いいたします。 

 

○議長 

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。 

お諮りします。次の 11 番は、７ページ第 3 号議案、２番福重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、11 番福重は、第 3 号議案、２番福重と一括して審議す

ることとします。事務局から説明をお願いします。 
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○事務局 

はじめに、7ページ第3号議案、2番福重をご覧ください。今富町の農地、地目 田、

現況 雑種地、面積 4.1 ㎡です。当初 2008 年、平成 20 年に隣の農地を耕作予定

で、ここに耕作用通路を建設する計画で転用許可を受けていましたが、多忙で耕作で

きなかったため、計画変更し 2筆を合わせて 5条転用申請を出されているものです。

申請者は記載のとおり、当初の転用者から変更されています。 

変更後の 5 条申請は、6 ページの 11 番福重をご覧ください。今富町の農地、地目 

田、現況一部雑種地、合計面積 324.13 ㎡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、農振内農用地外の第２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、被害防除計画は盛土 0.7m、擁壁設置、雨水は西側の既設水路に放流、汚

水は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 

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 

 今、事務局から説明があったとおり、周りは住宅地でございまして農地はございま

せんので、何ら問題ないんじゃないかと判断しております。ご審議をよろしくお願い

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 

異議なしということで、11 番福重は、許可相当とします。また、第 3 号議案２番

福重は、承認相当とします。 

次に、８ページ第 4 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。事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

８ページ第 4 号議案、１番松原 武留路町の農地、地目 田、現況 畑、合計面積

2,825 ㎡、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 番松原の買受申

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。 
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○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 

異議なしということで、１番松原は、承認することとします。 

続いて、9 ページ、第５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５号議案、1 番三浦 今村町の農地、地目 田、面積 851 ㎡、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。設

定する利用権は、議案書記載のとおりです。 

次に 2 番福重、立福寺町の農地、地目 畑、合計面積 1,038 ㎡、貸付申込者及び

借入申込者は、記載のとおりです。場所は、農振内農用地です。設定する利用権は、

議案書記載のとおりです。この借入申込者は、農地所有適格法人で事務所は富の原 2

丁目です。毎年、報告書をもらっていますが直近の 10 月の報告では、1 年間の農業

売上高は、約 2,400 万円、農業に該当しない事業が 240 万円となっています。委員

さんの監視をお願いします。 

以上、第５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。 

 

○議長 

それでは、第５号議案について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

○委員 

 今の福重ですが、賃借料が 10 アールあたり２４万円というのはかなり高いかなと

思いますが。 

 

○委員 

 この金額はたぶん、昔ガラス温室だと思うんですよ。その関係で、たぶん今度、ト

マトをその隣に作っておられますので、その関係で高いんじゃないかと憶測はできま

すけども。 

 

○議長 

 他に何かありませんでしょうか。 
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 それでは、第５号議案についていかがでしょうか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、第５号議案は、承認することとします。 

次に 10 ページから 21 ページまでの、第６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、22 ページから 34 ページ

までの第７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 6 号議案及び第 7 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 6 号議案は、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。表は上か

ら第 7 号議案の番号順に記載しています。 

はじめに、1 ページから 16 ページ上段の第 7 号議案、31 番鈴田、○○様までを

説明します。ただいま議長からあったように、小川内町の中山間直接支払制度を中心

として、その周辺である岩松町、東大村 1 丁目までの集積を図ろうと、中間管理事業

を使って地域集積協力金のメリットなど、農業委員さんを中心に個別訪問等で、合意

形成が図られ、このような実績となったもので、全体が関連する案件です。利用権を

設定する農地の所在、地目、面積は、1 ページから 16 ページまで、記載のとおりで、

設定する権利は第 7 号議案の 32 案件中 7 番鈴田(5 ページ)、16 番鈴田(10 ページ)

の 2 件が賃借権で、残りは使用貸借権、期間はすべて 12 月 10 日からの 10 年間で

す。1 ページ 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、同一人〇○様が借り入れるものです。以下同

様に、○○様と〇○様の農地を〇○様、〇○様、〇○様、〇○様、〇○様の農地を〇

○様が借り入れるものです。3 ページ以降は、お目通しいただきたいと思います。こ

れらの場所は、都市計画区域外の農振内農用地と農振内農用地外・第 1 種農地及び都

市計画区域内の農振内農用地と農振内農用地外・第 2 種農地が混じっている区域です。 

次に、最後の 16 ページの最下行、第６号議案 49 番福重及び第７号議案 33 番福

重は、貸付申込者〇○様の農地を借入申込者〇○様が借り入れるものです。利用権を
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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、借入地で施設野菜を計画されています。場所は、農振内農用地で

す。 

以上、第６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７

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６号議案及び第７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６号議案については、承認することとし、第７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。 

続いて、35 ページ、第８号議案「土地改良法第３条の規定による資格証明につい

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 

それでは、35 ページ、第８号議案１番福重、事業名 県営農村地域防災減災事業

（農業用ため池整備）施行地区名 赤似田地区、施行区名 赤似田地区、事業の内容 

ため池整備、資格者は、〇○ほか 16 名です。本事業に対する同意者は、36 ページ

に一覧表をつけています。本件は、大村市が県知事に対して、土地改良法第 87 条の

３第 1 項の規定による土地改良事業の変更申請を行うにあたり必要な、同法第 3 条

の規定による資格証明を農業委員会へ依頼したものです。第 3 条を参考として下に書

いていますが、土地改良事業に参加する資格を有する者として、４号まであり、1 号

で所有者、2 号で農用地であった場合の所有者またはその農用地につき権限に基づき

耕作の業務を営む者となっています。36 ページの同意者一覧表の同意者は、所有者

であり、事務局の農家台帳で確認しております。 

 

○議長 

それでは、1 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 

 これはですね、赤似田ため池を今度、野岳のため池のように改修しますので、それ

に伴ってのものだと思いますけど。 

 

○議長 
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1 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 番福重の同意者一覧表は、「土地改良事業への参加資格

がある」旨を証明することとします。 

続いて、37 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。 

 

○事務局 

相続税の納税猶予継続に関する適格者証明については、２点ございます。１点目が

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。

２点目が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。この

２点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 竹松 黒丸町 ○○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 

以上をもちまして、本日の議事を終了します。 


