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総会議事録（第２回） 

 

１ 開催日時 令和２年５月２７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  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 １１番 山上  傳 １２番 井本 忠之 １３番 上野祐太郎 

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（０名） 

○農地利用最適化推進委員（２名） １０番 川副 博司 １４番 森  良広    

 

５ 議  題 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 

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 

報告第１号 納税猶予継続届の際の「引き続き農業経営を行っている旨の 

証明」について 

       

６ 事 務 局 局長 平地 俊夫 

課長補佐 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 

○事務局長 

ただいまから「令和２年度第２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。 

１０番推進委員、１４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、１７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 

〇議長 

それでは１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。1番松原、事務局から報告をお願いします。 

お諮りします。 

第１号議案１番松原と、２番松原は隣接地で譲受人が同一人物ですので、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１号議案１番松原は、２番松原と、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 

第 1号議案「農地法第 3条の規定による許可申請の件」 

1番松原、松原 1丁目の農地、地目は田 現況は畑、面積１，５４７㎡、 

実測面積１，７４５．６６㎡、譲渡人及び譲受人は記載のとおりです。 

２番松原 松原 1丁目の農地 計１０筆、地目は田 現況は田と畑、 
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合計面積３，４８４．６７㎡ 実測面積３，７８３．６３㎡、譲渡人及び譲受人は記載の

とおりです。 

本件は、譲受人が規模拡大のため取得するものであります。 

また、誓約書によると、水稲と普通野菜を栽培する計画で、水稲は反当り４５０ｋｇ、普

通野菜は反当り１５０ｋｇの収穫見込みとなっています。 

 

○議長 

それでは、1番と２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 

 ここはですね、新幹線の残土をあげて、農地としてあります。譲渡人は農業をしておられ

ます。買われる方は、実際農業をされています。野菜をつくるという予定でおられます。以

上です。よろしくお願いします。 

 

○議長 

1番松原及び２番松原について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、1番松原及び２番松原は許可することとします。 

続いて２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。 

1番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

第 2号議案、「農地法第 4条の規定による許可申請の件」 

１番竹松、富の原２丁目の農地、地目は畑 現況宅地、合計面積１，１０４㎡、申請者は

記載のとおりです。 

本件は、農地を長年にわたり庭、通路、物干し場などに利用し違反転用状態でありました

が、県から追認申請相当として通知があったことから今回転用申請するものです。 

県の判断の根拠としましては４つありまして、一つ目は転用目的が個人住宅を建設したも

のの、土地の境界線の誤認により、建物の一部が許可を受けていない農地に及んだものであ

ること、二つ目は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

である土地であること、三つ目は違反による周辺農地の営農に支障がないこと、四つ目は当

初から申請していれば許可できた案件であるということが判断の基となっております。 

また、申請者から顛末書が提出されており、深く反省しており、今後無断転用することが

ないよう注意しますとの申し出も受けております。 

場所は、都市計画区域内、農振外の第 3種農地です。 

被害防除計画では、現状のまま利用するとあり、雨水は道路に自然流下し、周囲はブロッ
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ク塀で区画されているとあります。 

周辺には、北側に農地がありますが、ブロック塀で仕切られています。 

資金については、新たに発生しません。 

 

○議長 

それでは、１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 

 ただいま説明があった通り、市道に面しており、○○という小さな店をされていました。

農地については、宅地に一体化をしていまして、耕作ができないような状態になっているん

じゃないかなと思って判断をしてまいりました。周りにも影響はないかなと思って見てまい

りました。皆さん方のご審議をよろしくお願いいたします。 

 

○議長 

１番竹松について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、1番竹松は許可相当とします。 

続いて、３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。1番大村、事務局から説明願います。 

 

〇事務局 

第３号議案「農地法第 5条の規定による許可申請の件」 

１番大村 須田ノ木町の農地、地目 畑、面積 ２１４㎡、譲渡人及び譲受人は、記載の

とおりです。契約は売買です。 

本件は、自己住宅１棟を建築するものです。 

場所は、都市計画区域内、農振外の第３種農地です。 

被害防除計画では、盛土０．６ｍ、切土 0.６m、法面保護を行うとなっています。雨水排

水は既存の水路に放流、汚水、生活雑排水は公共下水道に接続となっています。周辺には農

地はありません。 

資金については、融資予定証明書を確認しております。 

 

○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 

今、事務局より説明のあったとおりでございます。周辺部は農地はございませんので何ら
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問題ないと見てまいりました。ご審議をよろしくお願いいたします。 

 

○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。 

 

 ＜ 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。 

続いて、2番大村、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

2 番大村 赤佐古町の農地、地目 畑、面積 ３５０㎡、譲渡人及び譲受人は、記載のと

おりです。契約は使用貸借です。 

本件は、申請地を祖父から借り受けし、自己住宅１棟を建築するものです。 

場所は、都市計画区域内、農振外の第３種農地です。 

被害防除計画では、切土０．５ｍ、土留め工事を行い、法面を保護するとなっています。

建物は高さを加減するとなっています。雨水排水は既存の道路側溝に接続、汚水、生活雑排

水は公共下水道に接続となっています。 

周辺は北と東に農地があります。 

資金については、融資予定証明書を確認しております。 

 

○議長 

それでは、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 

現地を地図で見て、○○さんという家があるんですが、譲受人のお父さんになられる方で

す。お父さんの家の裏にこの土地があって、土地の東側は、○○さんの農地であって、下に

は側溝があって、雨水排水には何ら問題はないと見てまいりました。審議のほどよろしくお

願いいたします。 

 

○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。 

 

＜ なし ＞ 

 

○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番大村、事務局から説明をお願いします。 
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〇事務局 

３番大村 徳泉川内町の農地、地目 田、面積 １，２７２㎡、譲渡人及び譲受人は、記

載のとおりです。契約は売買です。 

本件は、建売分譲宅地３区画、貸事務所１棟、駐車場及び道路を建設するものです。 

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。 

被害防除計画では、盛土３ｍ、切土０．７ｍ、擁壁を設け、建物建築時には緩衝地を１０

ｍほど設けるとなっています。周辺に農地はありません。雨水排水は既存水路に接続放流、

汚水、生活雑排水は公共下水道に接続となっています。 

資金については、融資予定証明書を確認しており、譲受人については宅地建物取引業者免

許証を所持しています。 

 

○議長 

それでは、３番について、大村地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

ご報告を申し上げます。場所については、事務局の説明のとおりです。 

市道に面して水田の二枚のところであります。ここに建売分譲宅地と貸事務所が建設され

るという話が上がっているのですが、一応上も下の方も住宅が建っておりまして市道がすぐ

脇に通っていますので下水管関係については問題ないと思います。そこで気になった点があ

ったのですが、ここに今度新しく道路ができるわけですけど、この奥に、農地が南方の方に

川を挟んであるわけですけども、きれいに作付をされていました。所有者さんに確認をした

ところ一応貸しているということで、詳細は事務局に確認をしていただければという所で早

速、事務局に確認をしに来てみました。そうしたところ、さっそく確認をしていただいて、

農地を借りておられる方には話ができていると確認をいたしましたので、ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

○議長 

３番大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜ 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。 

続いて４番大村、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

４番大村 木場１丁目の農地、地目 原野 現況は畑、面積 １９３㎡、譲渡人及び譲受

人は、記載のとおりです。契約は売買です。 
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本件は、分譲宅地１区画を建設するものです。 

場所は、都市計画区域内、農振外の第３種農地です。 

被害防除計画では、盛土０．２ｍ～２ｍ、擁壁を設けるとなっています。周辺に農地はあ

りません。雨水排水は既存水路に接続放流、汚水、生活雑排水は公共下水道に接続となって

います。 

資金については、残高証明書を確認しており、譲受人については宅地建物取引業者免許証

を所持しています。 

 

○議長 

それでは、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 

申請地の南の方は去年分譲宅地で転用があって今分譲宅地になっています。よく見たら、

今回の申請の譲渡人が去年の分譲宅地の所と同じ人になっていますので、残ったので転用を

一緒に今回されたのではないかなと思います。雨水排水は先ほど言われた通り問題ないと思

います。以上です。 

 

○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。 

 

 ＜ なし ＞ 

 

○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。 

続いて５番大村、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

５番大村 木場２丁目の農地、地目 田、合計面積 ２，３３６㎡、併用地を併せた全体

面積は２，４４１㎡、譲渡人及び譲受人は、記載のとおりです。契約は売買です。 

本件は、建築条件付売買予定地１０区画と道路等を建設するものです。 

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。 

被害防除計画では、盛土２．３ｍ、擁壁を設けるとなっています。周辺に農地はありませ

ん。雨水排水は既存水路に接続放流、汚水、生活雑排水は公共下水道に接続となっています。 

資金については、残高証明書を確認しており、譲受人については宅地建物取引業者免許証

を所持しています。 

 

○議長 

それでは、５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。 
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○委員 

ここは利用状況調査を毎年やってきたんですけども、ここは、水田でありながら作付けは

されておりませんでした。ただいつでもできますという感じで保全管理はされておりました。

水路も大きな水路が通っておりまして、下水道の完備もできておりますので、雨水排水それ

から汚水生活排水についても問題ないと見てまいりました。２．３ｍほどの盛土をして右側

の方に流すのではないかと見てまいりました。周辺農地がないとおっしゃったのですが、北

側に水路を隔てて田があります。ただ水路を隔てておりますので緩衝地帯も結構広いという

ことで日照の問題は無いだろうと見てまいりました。このところ木場地区は、１０区画以上

の宅地造成が数か所で行われている状況でございます。その一つでございます。問題はなか

ろうと見てまいりましたが、皆様のご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○議長 

５番大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、５番大村は、許可相当とします。 

続いて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、合計面積 ２，１４５㎡、譲渡人及び譲受人は、

記載のとおりです。契約は売買です。 

本件は、分譲用宅地７区画と道路等を建設するものです。 

場所は、都市計画区域内、農振外の第３種農地です。 

被害防除計画では、盛土０．１～０．７ｍ、擁壁を設け、建物建築時には緩衝地を設ける

となっています。周辺は、西と南側に農地があります。雨水排水は既存水路に接続放流、汚

水、生活雑排水は公共下水道に接続となっています。 

資金については、残高証明書を確認しており、譲受人については宅地建物取引業者免許証

を所持しています。 

 

○議長 

それでは、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 

ここは、周りは宅地ばかりでありまして、それと畑がありますが、地元農業者さんが経営

されている農地でありまして、お伺いしましたところ、問題ないということでした。雨水も

全部道路側の方に設けてありますのでそこに流すということです。汚水も、北側の市道側に

通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。ご審議のほどよろしくお願いい
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たします。 

 

○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。 

 

 ＜ 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。 

続いて７番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

７番竹松 黒丸町の農地、地目 田、合計面積 ９１７㎡、譲渡人及び譲受人は、記載の

とおりです。契約は売買です。 

本件は、コインランドリーと駐車場１０台分を建設するものです。 

場所は、都市計画区域内、農振外の第３種農地です。 

被害防除計画では、盛土１ｍ、擁壁を設け、隣接境界から距離を取り建物を建てるとなっ

ています。周辺は南側に農地があります。雨水排水は既存水路に接続放流、汚水、生活雑排

水は公共下水道に接続となっています。 

資金については、残高証明書を確認しています。 

 

○議長 

それでは、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 

ここはですね、以前から耕作放棄地のような状態でした。ここは昔から水が涌いていたと

ころです。何十年とこの持ち主もこっちの方ではなくて管理もできなかったと思うんです。

それで右横の方に○○の土地があるんですけども、ここも半反くらいしかなかったものです

からあまり手を入れてなかったんですよ。それで耕作放棄地になりかけているという状態で

す。耕作放棄地の解消にもなりますし、まあいいんじゃないか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番竹松について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜ 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。 
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続いて 4ページ８番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

８番竹松 黒丸町の農地、地目 田 現況は畑、面積 １，４３９㎡、実測面積１，４４

９．１３㎡、譲渡人及び譲受人は、記載のとおりです。契約は売買です。 

本件は、分譲宅地６区画と道路を建設するものです。 

場所は、都市計画区域内、農振外の第３種農地です。 

被害防除計画では、盛土０．５１ｍ、擁壁を設け、隣接境界から距離を取り建物を建てる

となっています。周辺は北と東側に農地があります。雨水排水は既存水路に接続放流、汚水、

生活雑排水は公共下水道に接続となっています。 

資金については、残高証明書を確認しており、譲受人については宅地建物取引業者免許証

を所持しています。 

本件につきましては、平成３１年２月２６日に農地法第３条許可がされたものであり、現

在３年経過していませんが転用申請が出されております。現在の３年３作の規程は令和元年

１０月以降の申請からの適用ですので、本件にそのルールは適用されません。また譲渡人か

ら大村湾に近いため作物が育ちにくい状況があり、この先この土地で農業を行うことが困難

であると判断したとの理由書を提出していただいています。 

 

○議長 

それでは、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。 

 

○委員 

これはですね、結局これにも書いてありますように、まだ購入されて３年経っていないの

ですけども、周りも水稲ばかりなんですよ。野菜は多分できないんじゃないかと思いますけ

ども。それであっても水稲も塩害がひどくて、左側の道のすぐ左はもう海なんですよ。それ

で、波がひどいときは田んぼまで波しぶきがかかるような場所でした。そして右と上に田ん

ぼがありますけども、水路関係は、上から来る分も排水される分も道と田の間に水路があり

ましたので、右や上の田んぼには迷惑かからないのではないかなと思って見てまいりました。

そして、用水路のすぐ下は宅地になっていまして、ここの地区も大体分譲が進んできている

地区なんですよ。周辺の皆さんに迷惑をかけることはないと思って見てまいりましたのでよ

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。 

 

 ＜ 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。 
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続いて９番福重、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

９番福重 沖田町の農地、地目 田、面積２，５６７㎡、譲渡人及び譲受人は、記載のと

おりです。契約は売買です。 

本件は、分譲宅地１０区画を建設するものです。 

場所は、都市計画区域内、農振外の第３種農地です。 

被害防除計画では、盛土０．５～０．９ｍ、擁壁を設け、建物は１ｍ程度離れて建てると

なっています。周辺には南側以外は農地があります。雨水排水は既存水路に接続放流、汚水、

生活雑排水は公共下水道に接続となっています。 

資金については、融資予定証明書を確認しており、譲受人については宅地建物取引業者免

許証を所持しています。 

 

○議長 

それでは、９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 

ここは、○○から２００ｍくらい離れたところでございます。三方向に水田があります。

北側の田は持ち主が亡くなって、今荒れています。それで現場を見て感じたことは、水が北

の方に流れるんですけども、北の方の水路がもし雨がひどく降った時は水が捌けないのでは

ないかと、今草が茂っているのでそこをきれいにするか、水路を広くしないと、北側の田に

あふれてしまうのではないかと判断してまいりました。それと東と西の持ち主に何か要望は

ないか尋ねましたところ、仕方ないとのことで承諾はいただきました。水道も南の方に下水

も来ていますし何も問題ないと思います。皆さんのご審議をよろしくお願いいたします。 

 

○議長 

９番福重について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

○事務局 

雨水の排水について、下水道課と都市計画課に確認をしたところ、雨水の流量計算等では

問題ないということで、確認をしております。 

 

○委員  

 そこの住宅の水だけでなくて、道上の西から東にかけて水路があるんですよ。そこの水路

の水もあるので排水はどうかなと思うんですが。 

 

○事務局 

 それも含めて、確認をしたところで問題ないとの判断を確認しているところでございます。 
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○委員  

水利については、水路がきちっと、コンクリートでさせているのなら異議なしと思います。 

 

○委員 

近隣の方と隣接者には、総会の中で地元の委員さんからこういった意見があったというこ

とでお話しをもっていかれてはどうでしょうか。 

 

○委員 

現状、北側の田んぼは耕作放棄されているんですけど、一応売地の希望を出されています。

もし、誰かが購入をされて耕作をされるということになれば、水量が増加した時には、田ん

ぼをもしかしたら畑として使われるかもしれないので、田んぼに水が入り込んでくるのでは

ないかと思いました。現状の北側の水路は縦横２０ｃｍくらいの小さな U字溝がはまってい

ます。この U字溝は売り手の○○さんが東側の水路から自分で作られたと聞いています。 

水量の排水の問題を意見として挙げさせていただいたんですが、開発協議の時にお話をちょ

っとしていただければというのと、計算でも問題ないということですので、これ以上は私た

ちは言うことはないかなと思います。 

 

○議長 

改めて９番福重について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、９番福重は、許可相当とします。 

次に、５ページ第４号議案「非農地証明願の件」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４号議案「非農地証明願の件」 

1番西大村 桜馬場２丁目の農地、地目 畑 現況は公衆用道路、合計面積７．９８㎡、

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２５年以前から、近隣住民の生活道路として利用され、現在に至

っているとのことです。 

 

○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、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

ここは、あちこち農地を確認するときに結構通ってきた道なんですけど、道路でしたので
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何ら問題ないかと見てまいりました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○議長 

ただ今の 1番西大村に対して、ご意見等ありませんか。 

 

○委員  

公衆用道路と言われたんですけど、今、公衆用道路になっているんですか。 

 現況が道路ということですか。 

 

○事務局 

現況が道路となっております。 

 

○委員 

わかりました。 

 

○議長 

それではほかにご意見等ありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、１番西大村は、承認することといたします。 

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番大村、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９９㎡、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、山林化しているとなっ

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、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 ここは○○の隣りになっていまして、平成１７年に５条の許可が出ています。前回の総会

の時にその５条の許可処分取り消し願いが出ていた農地になっております。写真で見てもら

ったとおり、竹林になっております。急斜面になっておりまして、どう見ても非農地相当か

なと思ってみてまいりました。ご審議よろしくお願いいたします。 
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○議長 

1番について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、1番大村は、非農地と判断し、これを通知することとします。 

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、中岳町の農地、地目 畑 現況 山林、合計面積２，１３７㎡、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、山林化しているとなっていま

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、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通りです。昔は畑だったんだけど自然と木が生えてきています。

写真を見てもらうとわかります。ただですね、○○が柿の木が植えてありました。ここはま

だ畑として使えるんじゃないかと見てまいりました。所有者は身体が弱く自分で管理できな

いということでございます。ご審議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。 

 

○委員 

補足をいたしますけども、４筆のうちの○○、この一筆だけが山林化していないようで、

柿の木が植えてあるんですね。下払い程度すれば、農地として十分使えるというそんなとこ

ろでしたので、これについては、推進委員・農業委員含めてちょっと問題ありでもったいな

いということで見てまいりました。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

○議長 

○○を省いて皆様方のご審議をいただきたいところですが、いかがでしょうか。 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、２番萱瀬は、○○を省いて非農地と判断し、これを通知すること
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とします。○○については、まだ農地とみなすこととします。 

続いて、７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 

第６号議案、1 番鈴田 中里町の農地、地目 田、合計面積２，３８９㎡、貸付申込者及

び借入申込者は記載のとおりです。 

申込者は水稲の作付を計画しており、利用権は記載のとおりです。 

 

次に２番竹松 鬼橋町の農地、地目 畑、面積 ６０２㎡、貸付申込者及び借入申込者は

記載のとおりです。 

申込者は野菜の作付を計画しており、利用権は記載のとおりです。 

 

次に３番福重 寿古町の農地、地目 田、面積１，９５５㎡、貸付申込者及び借入申込者

は記載のとおりです。 

申込者は水稲の作付を計画しており、利用権は記載のとおりです。 

 

第６号議案の申込者は、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、第６号議案について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、第６号議案は、承認することとします。 

続いて、８、９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、１０、１１ページ、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」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号議案及び第 8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 
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８、９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」 及

び１０，１１ページ、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」、 

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は、公益財団法人

長崎県農業振興公社でございますので、集積計画の貸付申込者と配分計画の借入申込者が分

かりやすいように、資料１を配布しておりますので、その資料と併せて、ご説明いたします。 

この資料１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、５列

目から７列目までが配分計画です。 

 

1ページ１行目、第７号議案４番鈴田、第 8号議案１番鈴田、中里町の農地、地目 田 現

況畑、合計面積２，１４８㎡、集積計画の貸付申込者は、配分計画の借入申込者は、記載の

とおりです。 

申込者は野菜の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

次に２、３、４行目、第７号議案２番鈴田、３番鈴田、５番鈴田、第 8号議案２番鈴田、

陰平町の農地、地目 畑、合計面積９，５０２㎡、集積計画の貸付申込者は、配分計画の借

入申込者は、記載のとおりです。 

申込者は小葱の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

次に５行目、第７号議案１番鈴田、第 8号議案３番鈴田、岩松町の農地、地目 畑、合計

面積４８０㎡、集積計画の貸付申込者は、配分計画の借入申込者は、記載のとおりです。 

申込者は果樹の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

続いて資料１の２ページ１、２、３、４行目、第７号議案８番萱瀬、９番萱瀬、１０番萱

瀬、１１番萱瀬、第 8号議案４番萱瀬、田下町の農地、地目 田、合計面積９，８３１㎡、

集積計画の貸付申込者は、配分計画の借入申込者は、記載のとおりです。 

申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

次に５行目、本件は集積済なので第７号議案はなし、第 8号議案５番萱瀬、中岳町の農地、 

地目 田、面積６４４㎡、配分計画の借入申込者は、記載のとおりです。 

申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

次に６行目、第７号議案６番萱瀬、第 8号議案６番萱瀬、原町の農地、地目 田 現況は

畑、合計面積２，９２１㎡、集積計画の貸付申込者は、配分計画の借入申込者は、記載のと

おりです。 

申込者は野菜の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

次に７行目、第７号議案７番萱瀬、第 8号議案７番萱瀬、原町の農地、地目 田 、面積

２，０８７㎡、集積計画の貸付申込者は、配分計画の借入申込者は、記載のとおりです。 

申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 
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次に８行目、第７号議案１２番竹松、第 8号議案８番竹松、小路口町の農地、地目 畑、

面積１，４６５㎡、集積計画の貸付申込者は、配分計画の借入申込者は、記載のとおりです。 

申込者はイチゴの作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

なお、この案件は農振外でありますので、資料 2を事務局職員が説明します。 

 

○事務局 

資料２をご覧ください。令和２年４月１日付の文書になっています。これが、法改正によ

りまして、令和２年４月１日、今年度から農地中間管理事業の事業区域が拡大しております

のでそれを通知する文書になっております。これまでが、農地中間管理事業の事業区域は、

農業振興地域内に限られていたんですけど、今回の小路口町の案件のように農振外でも借り

受けが可能となっていますので、それの初めての分が今月挙がってきたということになりま

す。農振外の農地も今後は借り受けが可能になったんですけど、ただし農振外の場合は借り

受けの条件が以下のとおりあります。その借り受け条件というのは、この資料２の１－（１）

（２）に載っております。農振外の借り受けを行う条件というのがですね、受け手が解約し

た場合は機構も出し手と解約、もし解約しなかった場合でも保全管理は行わないという条件

と、出し手への賃料支払時期は、機構が受け手から賃料を徴収した後とするという条件。こ

の二つの条件に同意したうえであれば農振外でも借り受けが可能となっています。これは、

今回、農地中間管理事業の対象区域が農振外にも広がったんですけども、国の補助事業であ

る借受農地等管理事業の対象区域が引き続き農振内のままですので、農振外で借り受けた農

地についてはこの事業が使えないので、お金の出しどころがありませんので、受け手からの

賃料を支払ってもらった後しか賃料の支払いができないということと、保全管理もできない

ということになります。今回の法改正のイメージが資料２の３ページの図のようになってい

るんですけれども、元々農地バンク事業と、農地利用集積円滑化事業という２本立てだった

のですが、それが法改正で、統合一体化して農地バンク事業１本になるという改正があって

おります。補足ですけども、見直し後の事業区域が市街化区域以外と書いてあるんですけれ

ども、大村市の場合は市街化区域などの線引きがありませんので、農振内農振外合わせた市

内全域が、基本的に市内全域が対象区域になるということになります。以上簡単ですけども、

今後の農地中間管理事業として農振外の案件がこれから増えてくると思いますので、取扱い

の変更について説明させていただきました。 

 

○事務局 

以上、当該議案は、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。 
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○委員 

 今の説明を聞いて思ったんですが、今日の議案の次のページ報告第１号ということで引き

続き農業経営を行っている旨の証明が挙がっていたんですが、農振地域外に拡大をしていけ

ば、相続税の関係が出てくると思うんです。相続をされて、相続税納税猶予の証明を何年か

前に出されたと思うんです。それとの関係はどうなるんですかね。 

 

○事務局 

前は２０年要件ということで２０年間本人が作らないといけないという条件があったので

すが、今は変わって特定貸付ということで対象者が優良な農業者に貸し付けるとか中間管理

事業を使って貸し付けをする場合も要件に入るという制度が何年か前に創設されて、その特

定貸付を利用されている場合は、今後の報告案件の時に、３年に１回確認をしなさいとなっ

ていますのでその時にお知らせすることになると思います。今回は本人が耕作されているの

で記載がないということでございます。 

 

○委員 

 竹松地区は農振地域外がほとんどですけども、今度の改正で農振地域外も申し出があれば、

機構の対象地域としてなると解釈してよいのですね。わかりました。 

 

○議長 

それでは、第７号議案及び第８号議案について、他に何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜ 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。 

続いて、１２ページ、報告第１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 

報告第１号、相続税の納税猶予継続に関する証明については、 

・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番竹松の相続人は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。 

 



 

19 
 

○議長 

それでは、報告第１号について、何かご質問等はありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

それでは以上をもちまして、本日の議事を終了します。 


