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総会議事録（第 3回） 

 

１ 開催日時 令和元年６月２６日（水）１３：１５～ 

２ 開催場所 第８会議室 

３ 出席委員（３４名） 

○農業委員（１９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   １３番 久保 一誠 

１４番 藤﨑サヨ子 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（１５名） 

１番 城山 正巳  ３番 小川 國治  ４番 大久保勝範  ５番 渡邉 重徳 

７番 野添 幸重  8番 一瀬 晃  １０番 川添 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 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 

○農地利用最適化推進委員（４名） ２番 平山 清孝  ６番 大島 弘美 

９番 福田 末弘 １５番 野田 善則 

 

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 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 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 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 特定農地貸付による市民農園の閉園の件 

 

６ 事 務 局 局長 出口 孝 

係長 西浦 公治 

職員 石橋 一也   川原 進太郎    中野 孝亮 
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１ 開会 

○事務局 

ただいまから「令和元年度第３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。 

２番推進委員、６番推進委員、９番推進委員、１５番進委員から、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、１０番農業委員、１９番農業委員にお願いします。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○会長 

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、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 

第１号議案「農地法第３条の規定による許可申請の件」１番福重 

皆同町の農地、地目 田、面積 995㎡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 9,203 ㎡で農業経営を行い、下限面積を超えています。

トラクター等の機械は所有されており、農業に従事されています。農業経験は 30年、

譲受人宅から申請地までは車で 5 分以内、機械、労働力、技術等の要件にも問題はな

いと思われます。 

 

2番福重、今富町及び野田町の農地、地目 畑及び田、合計面積 26,127 ㎡を、使

用貸借 20年間で借り入れる申請です。申請者は、記載のとおりで、使用貸人は経営
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移譲年金を受給されます。 

場所は、農振地域です。 

なお、使用借人は、今回の借受で下限面積を超えることになります。トラクター等

の機械は所有、一部は使用貸人と共同使用されており、農業に従事されています。農

業経験は 15 年、譲受人宅から申請地までは車で 5分の範囲内で、機械、労働力、技

術等の要件にも問題はないと思われます。以上です。 

 

○議長 

それでは、1 番及び 2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 

 １番の〇〇さんはですね、農業をもう現在されておりません。それで、この土地を

どうにか農業者の方に売買をしたいということで、これは事務局の方に一回連絡があ

ってたんですかね。それをちょうど私が聞きつけまして、この譲受人の隣は、今度買

われる〇〇氏のぶどう畑でございます。ここに家が建てば後々このぶどうもできない

よということで相談をしまして、今回購入という形になったわけでございます。よろ

しくお願いいたします。 

 続きまして２番の〇〇さんと〇〇さん、これも親子関係でございまして、一緒に現

在も農業をされております。今後、息子さんへ経営移譲を行うということでございま

すので、みなさんご理解をよろしくお願いいたします。以上です。 

 

○議長 

1番及び 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、1 番福重及び 2 番福重は、許可することとします。 

次に、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。 

事務局から説明をお願います。 

 

○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番大村 

三城町の農地、地目 田及び畑、合計面積 1,255㎡の転用申請です。なお、議案

書に「実測面積 1,385.79 ㎡」の追加記入をお願いします。議案書発送後に申請者側

から申請書の訂正があり、併用地の山林を含めた開発とのことです。申請者は、記載

のとおり、場所は、都市計画区域内（第 1種低層住居専用地域）、農振外の第 3 種農
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地です。 

土地利用計画は、申請地に賃貸住宅 1棟と駐車場 17 台分を建設予定です。資金は

融資予定証明書で確認済みで、被害防除計画は盛土 1.0m、切土 0.6m、雨水は、進

入道路に側溝を設け南側市道側溝に接続放流、汚水も市道側公共下水道接続となって

います。周囲に農地がありますが、擁壁を設置され、問題ないと思われます。 

千㎡以上であり、環境保全条例の申請も提出済みです。 

 

２番竹松 小路口町の農地、地目 畑及び公道（現況畑）、合計面積 433 ㎡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（第 1種住居地域）、

農振外の第 3 種農地です。 

土地利用計画は、申請地を貸駐車場として申請者自身が整備して、近隣に建設中の

保育園の駐車場として貸す予定です。資金は残高証明書で確認済みで、被害防除計画

は盛土 0.1～0.65m、擁壁を周囲に設置し、雨水は傾斜をつけて東側道路側溝へ流し、

最終的には雨水パイプから南側側溝が新設されます。周囲に農地はありません。 

以上です。 

 

○議長 

それでは、１番について、大村地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 元田んぼでしたけども、現在、野菜を作っておられます。その手前に○○さんの自

宅がありまして、その市道って言われましたけど、農道でして、狭いんですよね、２

メートルぐらい。その申請地から出たところに道が仮設で今、造ってありまして、そ

こが６メーター、それに接続するということでありまして、その上の田んぼとか畑は

○○さんの関係、○○さんが野菜を作っておられますので、周囲には問題ないと思い

ます。排水の方も、そこの農業用水があるんですけど、そこに流すということを言わ

れましたので、それはダメだということで、渡して、市道の方に、今はアパートのと

ころの道路脇の側溝に入れて、それから市道、河川に流すということで承諾をしまし

た。水利組合の関係もありましたので、立ち会っています。それで、汚水の方も特に

問題ないと思いますし、下水道がありますので。以上でございます。 

 

○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 

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、２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 

 ここは以前、許可申請があって今、保育園の方の建築が進んでいるところですけど、

道路を隔てての反対側の方の駐車場ということでですね、周りがもう住宅、竹松アパ

ートと、住宅ばっかりで、汚水はありませんし、雨水のみですので、問題ないかなと

思って確認してまいりました。よろしくお願いいたします。 

 

○議長 

２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、２番竹松は許可相当とします。 

次に、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。事務局から説明をお願います。 

 

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番三浦、今村町の農地、

地目 田、面積 1,495 ㎡の内 365 ㎡の転用申請です。契約は賃貸借永年。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、申請地を〇〇にあるコンビニのための駐車場とするものです。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、一部コンクリートブ

ロック設置、砕石舗装であります。雨水は北東側に流して、北側既存水路に接続放流、

汚水は発生しません。周囲に農地があります。 

 

次に 2 番大村、久原 2丁目の農地、地目 田、面積 797 ㎡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（第１種低層住居専用地域）、農

振外の第３種農地です。 

土地利用計画は、申請地を月極駐車場とするものです。資金は残高証明書で確認済

みで、被害防除計画は盛土 2.5m、駐車場は砕石舗装であり側溝を設けて、南西側既

存水路に接続放流、汚水は発生しません。周囲に農地はありません。 

 

次に３番西大村、植松 3丁目の農地、地目 畑、面積 514 ㎡の転用申請で、併用

地を併せた全体面積は 2,801.6 ㎡です。 

申請者は記載のとおり、場所は、都市計画区域内（第 1 種住居地域）、農振外の第

３種農地です。 

土地利用計画は、申請地を 12区画の分譲地とするものです。資金は残高証明書で

確認済みで、被害防除計画は盛土 1.4m、切土 0.5m、擁壁を設置します。雨水は進

入路に沿って側溝を設置し、東側市道側水路と西側延長上の既設水路に接続放流、汚
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水は東側市道の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、森園町の農地、地目 畑、面積 866㎡の 2年間の一時転用申請

です。 

申請者は記載のとおり、場所は、都市計画区域内（準工業地域）、農振外の第３種

農地です。 

土地利用計画は、申請地を隣接地に展示用住宅を建築する際の工事用駐車場として

利用し、その後は展示住宅来客等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、被害防除計画は盛土 0.1m、表層土搬入後は転圧整地です。雨

水は北西側に流して、市道既設水路に接続放流です。周囲に農地はありません。 

 

次に５番西大村、坂口町の農地、地目 畑、面積 876㎡、実測面積 876.65㎡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（第 2 種中高層住居専用地域）、

農振外の第３種農地です。 

土地利用計画は、申請地を 3区画の分譲宅地とするものです。資金は融資証明書で

確認済みで、被害防除計画は盛土 0.2～0.5m、周囲には擁壁設置、雨水は進入路に

儲ける側溝を通して、北側市道にいま新設中の水路に接続放流です。汚水も市道側公

共下水道に接続です。東西に農地（畑）があります。東側畑の排水は、下水道工務課

が整備中の水路から排水するため、支障はありません。 

 

○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 

ただいま説明があったとおりですけど、当時はですね、レストランとして利用され

ておりましたが、１５年ほど前からコンビニとしてですね、利用されております。そ

れで今回、申請があった件ですけど、この高速道路の西側に市道があるわけですけど、

ちょっと近隣の方からですね、苦情が出ているということで、今回、経営者も変わら

れました。ということで、今回、駐車場を設けるということでですね、私もたまには

通るとですけど、市道の方に業者のトラックがはみ出しててですね、通りにくくなっ

て、私も思っとっとですけどね、今回の市道の反対側に９台分の駐車場を設けるとい

うことで、ちょっとした小川があるんですけど、そこに排水は流れると思うんですけ

ど、それで問題ないと思いますので、皆様の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＞ 
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○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。 

次に、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 

 先ほど説明があったように、東側は１年ちょっと前ぐらいに農地転用して、今は、

分譲住宅が１０棟以上建ってます。雨水・排水は先ほど説明があったとおり、近くに

水路があるので問題ないと思います。皆様のご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。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○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。 

次に、３番及び 4番並びに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 

３番ですけれども、元々、こっちの手前の方はずっと駐車場にされて、奥の方が畑

として残っていたということでですね、全体的に開発されるという形で、何も問題な

いと見てまいりました。 

続きまして４番ですけれども、去年、申請のあったところで、もう現在、その隣は

宅地開発されているんですけど、工事用の駐車場として貸し出されるということです

ので、何も問題ないと見てまいりました。 

 

○委員 

 ５番ですけども、北側から、ちょっと大雨が降った際は、水が道路に沿ってかなり

流れてきたような状況がありまして、今回ここに宅地が出来ることで、新しく側溝が

入るということで、水の流れていく問題も解決されるのではないかと思われますので、

その他、宅地に面しての道とかもですね、そういうのも近隣に対して影響は少ないと

思います。よろしくお願いします。 

 

○議長 

３番西大村及び４番西大村並びに５番西大村について、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番西大村及び４番西大村並びに５番西大村は、許可相当

とします。 

 

続いて、４ページを、事務局から説明をお願います。 

 

〇事務局 

６番萱瀬 宮代町の農地、地目 田、面積 1,495 ㎡の転用申請です。契約は賃貸

借の 21年間。 

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。 

土地利用計画は、申請地に太陽光パネルを設置し、太陽光発電施設として利用する

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、雨水は

南側に流して自然浸透、排水不良に備えて浸透池も設置します。周囲に農地はありま

せん。 

 

次に７番萱瀬、宮代町の農地、地目 畑、面積 1,170 ㎡の転用申請です。契約は

賃貸借の 21 年間。 

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。 

土地利用計画は、申請地に太陽光パネルを設置し、太陽光発電施設として利用する

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、雨水は

南側に流して自然浸透、排水不良に備えて浸透池も設置します。周囲に農地はありま

せん。 

 

次に８番竹松、竹松本町の農地、地目 畑、面積 225㎡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（第１種住居専用地域）、農振外

の第３種農地です。 

土地利用計画は、申請地に個人住宅を建築するものです。資金は自己資金は残高証

明書及び融資証明書で確認済みで、被害防除計画は盛土 0.15～0.5m、隣接農地に接

する面はコンクリートブロック設置、雨水は建物周囲に雨水管、雨水枡を設置して道

路側溝へ放流、汚水も市道側公共下水道に接続です。東西に農地があります。 

 

次に９番竹松、大川田町の農地、地目 原野、現況畑、面積 422 ㎡の転用申請で

す。契約は使用貸借永年。 

申請者は記載のとおり、場所は、都市計画区域内（第１種住居専用地域）、農振外

の第３種農地です。 
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土地利用計画は、申請地に個人住宅を建築するものです。資金は融資証明書で確認

済みで、被害防除計画は盛土 0.5m、周囲にはコンクリート擁壁設置、雨水は雨水管、

雨水枡を設置して道路側溝へ放流、汚水も市道側公共下水道に接続です。周囲に農地

はありません。 

 

○議長 

それでは、６番及び７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 

まず６番ですが、ここは○○さんの家の住んでおられる前にあったところでござい

ます。あの辺を見たわけでございますが、何も問題ないかなと思って、委員含めて見

てまいりました。 

それから、もう一つの７番でございますが、ここは以前、みかんを作ってあったと

ころでございます。この案件につきましても、場所的にも何も問題ないかなと思って、

見てまいりました。皆様方のご審議をよろしくお願いします。 

 

○議長 

６番萱瀬及び７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、６番萱瀬及び７番萱瀬は、許可相当とします。 

次に、８番及び 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 

 （８番）ここはですね、今、個人の畑が少しあるだけで、家庭菜園的な畑でして、

手前は車の出入りがしやすいように綺麗に平らに整地をしてあって、右側の方の道路

の方の雨水も側溝がありますし、そこに全部流されるということで、一応、問題ない

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。 

 

○委員 

（９番）今梅の木が植わってまして、娘婿さんですけれども、使用借人がですね、

ここに住宅を造りたいということで、進入路がちょっと両端の宅地にかかるかなあと

思わんでもなかったんですが、６メーターほど進入路が確保できるということで申請

が上がっているようです。周辺の水路もございまして、何ら問題ないかなあと思って

見てまいりました。以上です。皆様のご審議、よろしくお願いいたします。 
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○議長 

８番竹松及び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、８番竹松及び９番竹松は、許可相当とします。 

続いて、１０番竹松を議題としますが、本案件は５ページ、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」１番竹松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 

異議なしという事ですので、10 番竹松は、第４号議案、１番竹松と一括して審議

することとします。 

事務局から説明をお願います。 

 

〇事務局 

第 4号議案１番竹松、富の原 1 丁目の農地、地目 畑、現況 介在畑、面積 831

㎡、当初 1983 年、昭和 58年 11月に○○様が自宅を建てる予定で転用許可を受け

ていましたが、義親が介護が必要となって実家横に自宅を建てたため、申請地が不要

となり、今回変更承認申請されているものです。 

第 3 号議案 10 番竹松が変更後の 5 条申請で、申請者は記載のとおり、場所は、

都市計画区域内（第 1種住居地域）、農振外の第 3種農地です。 

土地利用計画は、申請地を 4区画の分譲宅地とするものです。資金は融資証明書で

確認済みで、被害防除計画は盛土 0.2m、道路側以外は擁壁設置、雨水は溜桝を設置

して自然浸透、汚水は北側の公共下水道接続となっています。周囲に農地はありませ

ん。 

 

〇議長 

10 番及び第４号議案、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 

ただいまご説明がありましたとおり、当初はここに建てる予定ということでしたけ

ど、親の介護でもう古町に建てたから、ここは、でも、いろいろ野菜を植えてあり、

綺麗にしてありました。そして、周りはもうみんな学校のそばで住宅地の一角という
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ことで、下水道・上水道、何ら問題もないと思いますので、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 

10 番竹松及び第４号議案、１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。第４号議案、１番竹松

は承認相当とします。続いて、第 3号議案、11番竹松について、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 田、面積 248㎡、実測全体面積 248.67

㎡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（工業地域）、農振外の第３種農

地です。 

土地利用計画は、申請地に住宅を建築するものです。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されます。周囲には擁壁設置、雨水は雨水管から

南側市道の既設側溝へ放流、汚水も市道側公共下水道に接続です。北及び東に農地が

あります。 

 

○議長 

それでは、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 

ここは、お父さんが農地の一角を息子さんに譲るという形になっていて、道路沿い

の方を息子さんが譲り受け、奥の方にお父さんの畑が残るんですけども、そこは家建

てられる分に対してはですね、何も影響ないと思って見てまいりました。 

 

○委員 

工事自体がですね、汚水にしてもですね、上下水道も下の道路の方に通ってますの

で、そこに出されますので、何も問題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。 
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○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。 

続いて、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。事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

第５号議案、1番萱瀬 

黒木町の農地、地目 畑、現況 山林、面積 1,793㎡、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、申請地は自然荒廃により、山林化しているとなっています。 

場所は、都市計画区域外、農振外の第 2 種農地です。 

 

○会長 

それでは、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 

現地行って見てきました。見たとおりですね、元は畑だったんですけども、今はこ

ういう状態で、もう農地には、山ということで仕方ないと思います。皆様のご審議を

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。 

次に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。 

事務局から説明をお願います。 

 

○事務局 

第６号議案、１番鈴田 小川内町の農地、地目 田、現況一部雑種地、合計面積

3,172㎡、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、第 1種農地が混在しています。 
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設定する利用権は、議案書記載のとおりです。 

 

次に、２番萱瀬 中岳町の農地、地目 田、合計面積 2,460 ㎡、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。借入申込者の○○様は、昨年新規就

農された後、住所も大村市に移して頑張っておられ、もともと長崎の式見出身の農家

です。今回で下限面積を超えることになり、水稲作付でもあり、機械、労働力、技術

等の要件にも問題はないと思われます。 

 

次に３番竹松 小路口町の農地、地目 田、面積 821㎡、貸付申込者及び借入

申込者は、記載のとおりです。 

場所は、農振外の第 3種農地です。 

設定する利用権は、議案書記載のとおりです。 

 

以上、第 6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。以上です。 

 

○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。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○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。お諮りします。第７号議案は、９ページの第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ます。 
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○事務局 

第７号議案及び第８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第７

号議案、3列目から７列目までが配分計画で第８号議案です。 

 

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２人が借り入れるものです。 

 

１行目、集積計画の貸付申込者及び借入申込者は、記載のとおりです。 

利用権を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、借入地に普通畑を計画されています。 

 

次の行、集積計画の貸付申込者及び借入申込者は、記載のとおりです。 

利用権を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、借入地に普通畑を計画されています。 

 

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 

異議無しということで、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、１０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、事務局から、報告をお願いします。 

 

○事務局 

報告第 1号、1番福重、沖田町の農地、地目 田、面積は 1,124 ㎡の内、39.5

㎡、賃貸人及び賃借人は、記載のとおりです。本件は、双方合意により解約するもの

です。以上です。 
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○議長 

ただ今の報告事項に対して、ご意見等ありませんか。 

 

＜なし＞ 

 

〇議長 

ないようなので、次に、11ページ、報告第 2 号「特定農地貸付による市民農園の

閉園の件」を、事務局から報告をお願いします。 

 

〇事務局 

報告第２号、1番松原  

○○市民農園を、利用者減少のため今年の 3月 31 日に閉園する申請が、○○から

6月 19日に市農林水産振興課へ提出され、同日農業委員会へ通知がありましたので、

報告するものです。 

 

○議長 

ただ今の報告事項に対して、ご意見等ありませんか。 

 

○委員 

 市民農園が閉園された場合、後の管理の方は、耕作とかについてはどういうふうに

なるのか、ちょっと質問いたします。 

 

○事務局 

こちらの方の畑が元の畑ですけれども、こちらは元に戻されるということです。た

だ一部、昔の農機具みたいなのを置いてある場所があった訳ですけれども、法律上、

転用と同じ扱いになっておりますので、違反転用等ではなく、普通の転用と同じ扱い

になっております。残りの部分については、農地のまま戻すということで、報告を受

けております。以上です。 

 

○委員 

その農地については、所有者がおられるっていうことでいいですか。 

 

○事務局 

 所有者は、元の所有者の方になっておりますので、その方たちが耕作をされるか、

もしくは貸したりされて、元の所有者の方の管理になるということであります。以上

です。 

 

○委員 

 はい、わかりました。 
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〇議長 

 他に何かありますか。 

 

○議長 

無いようでしたら、それでは以上をもちまして、本日の議事を終了します。 


