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総会議事録（第１０回） 

 

１ 開催日時 令和３年１月２７日（水）１４時００分～ 

２ 開催場所 大会議室 

３ 出席委員（２７名） 

○農業委員（１８名） 

会  長    １１番 田添 利弘  

1番 城山 正巳  ２番 浅井 和巳  ４番 渡邉 重徳  ５番 田川 康浩   

６番  山口 正治   7番 山口 光則  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 渡邊 和秋 １４番 冨岡 勝真  

  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 山道喜久美 

  

○農地利用最適化推進委員（９名）９名については出席要請せず 

６番 福田 文夫  ７番 林  敏弘  ８番 一瀬  晃  ９番 山浦 弘之 

 １０番 川副 博司 １３番 上野祐太郎 １５番 森  良広 １６番 野田 善則 

 １７番 鳥越  優  

  

４ 欠席委員 

○農業委員（１名）          ３番 山口 明美 

○農地利用最適化推進委員 なし    

                  

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 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 

       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 

 

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 

   

 

 



 

２ 

 

１ 開会 

○事務局長 

ただいまから「令和２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。 

３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、１３番農業委員にお願いします。 

 

４ 議事 

○議長 

それでは、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 中里町の農地、地目 田、面積２，９８９㎡です。賃貸人及び賃

借人は記載のとおりで、解約理由は、双方による合意解約です。この案件は、第５号議案、

２番鈴田と関連があります。 

 

２番竹松 富の原２丁目の農地、地目 田、合計面積１，９４６㎡です。賃貸人及び賃借

人は記載のとおりで、解約理由は、双方による合意解約です。この案件は、第３号議案、６

番竹松と関連があります。 

 

○議長 

ただ今の報告に、ご意見等ありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

〇議長 

続いて、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」を議題としま

す。1番竹松、事務局から説明をお願いします。 



 

３ 

 

○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番竹松、鬼橋町の農地、地目 

田、合計面積２，８４６㎡、譲渡人及び譲受人は記載のとおりです。 

本件は、規模拡大のため親戚が管理する農地を譲り受けるものであります。また、誓約書

によると、ほうれん草、小松菜を栽培する計画で、反当り４００ｋｇの収穫見込みとなって

います。 

 

○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 

 今事務局から説明があったとおりでございます。周辺も水田で営農をしているところでご

ざいます。この方は住所が大村市内でないようでございますが、ほうれん草や小松菜をきち

っと作っていただければ、大丈夫かなと思っております。 

 

○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。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、宮小路１丁目の農地、地目 畑、面積５３８㎡、申請者は記載のとおりです。

本件は、申請地に賃貸住宅１棟を建築するため転用申請するものです。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、盛土は０．５ｍ、外周にブロック積を設けるとなっており、雨水は既

存水路に放流し、汚水・生活雑排水は公共下水道となっています。周辺に農地はありませ

ん。資金については、融資保証証明書及び貸付者の残高証明書を確認しております。 

 

○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 

 今説明のあったとおりで、申請地は、申請人の家の裏ぐらいです。周りは申請人がアパー



 

４ 

 

ト等を建築し、すべて住宅等に囲まれた 500㎡くらいの土地です。何ら影響ないと思いま

す。ご審議よろしくお願いします。 

 

○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、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。1番大村、事務局から説明をお願いします。 

 

○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、玖島２丁目の農地、地目 畑、面積 ３７９㎡、贈与者及び受贈者は記載のと

おりです。契約は贈与です。本件は受贈者が自己住宅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、現状のまま既存擁壁及びコンクリートブロックを利用するとなってお

り、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、東側に農地があります。資金については、住宅ローン仮審査終了のお知らせを確

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 

 ここは、周囲は住宅地が増えてきているところです。周囲は宅地に囲まれていて、北側に

道路があって、排水設備もしっかりしていて問題ないと思いますが、東側に譲渡人の畑があ

ります。そこに昨日くらいに見たら、砂利を敷いて駐車場になっていました。違反転用では

ないかということで、これではいけないだろうという意見が出ました。今回の譲渡人が違反

転用して申請していいのかと思いました。ご審議よろしくお願いします。 

 

○事務局 

 事務局のほうでは、現地を確認した際は、そこまで見ていなかったので、今聞きまして驚

いています。そこは、原状復旧をしていただかないといけないのかなと思います。ちょっと、

現状を見ていないので、何とも申し上げられないのですが、事実であれば原状復旧が必要で

はないかと思います。 

 



 

５ 

 

○委員 

 この写真の下の方にかすかに写っているんですよ。砂利が敷いてあります。東側の下の方

にちょこっと写っているのですが。 

 

○委員 

 上の写真の、下側に砂利を敷いて車が入るような駐車場を作っているわけですね。この贈

与者の人は、所有者と同じなのですね。この転用する農地とは別になるわけですが、違反転

用の部類になるわけですから、農地に原状復旧させてから、転用するというようなある程度

の厳しさをもった方がいいと思います。 

 

○議長 

 ただ今、大村地区の委員さんから話があがっておりますが、皆様方のご意見はいかがでし

ょうか。 

 

○委員 

 今転用の申請地と、この違反転用地の番地は別々ですよね。譲渡人が同じということです

よね。であれば、この申請地が違反転用状態でなくて、書類上問題なければ、多分受け付け

た段階で、多分どうすることもできないと思います。  

 

○委員 

 違反転用が解消されるまでは、許可できないのではないかと思います。 

 

○委員 

今回申請地は畑のままですよね。手前も畑ですよね。この砂利のところは申請から外れて

いるのですよね。申請地は、畑ですが、手前の砂利が敷いてあるところは、元に戻してくだ

さいよと。それを確認の上で許可出しますということくらいを言った方がいいのではないで

すか。手前の畑に砂利が敷いてあって知らないふりは出来ないでしょうから。 

  

○委員 

 私は〇〇委員の意見に賛成です。 

 

○議長 

 今、二つ意見が出ました。一つは、申請地と別のところだから承認するという意見と、も

う一つは、農地に復旧した上での許可を出した方が良いのではないかという意見です。皆さ

んいかがでしょうか。 

 

○委員 

 審議するのは農地法に基づいてですよね。農地法に基づいてすれば良いのではないですか。

そこを冷静にしないと、なあなあになってしまうんじゃないですか。 



 

６ 

 

○議長 

 それでは、保留にするか、原状復旧をすることの条件付で許可相当とするかと思いますが、

皆さん方いかがでしょうか。 

 

○委員 

 私は、条件付で転用許可相当としていいのではないかと思いますが。条件付というのは、

この場で承認するということですよね。それでいいと思います。 

 

○委員 

 私は以前からの経験上、やはり原状復旧をさせて、その時点で許可をすればいいと思いま

す。所有者が同じ人なんですよね。別のところであればいいですが、同じ所有者で同じ隣の

場所で、一方では転用許可をして、一方では違反転用というのでは、やはりある程度のペナ

ルティを科さないと農業委員会としてのメンツがあるのではないでしょうか。 

 

○議長 

それでは、〇〇委員の意見は一応、条件付ということでいいわけですか。 

 

○委員 

条件付というか、やはり転用のところと、違反転用は別個というのはわかります。当然転

用については許可をしないといけないと思いますが、違反転用は別の場所ならアレですが、

同じ隣り合わせの場所で、同じ所有者で、違反転用をしていけないということを市民に知ら

しめるためにも、本人さんの意向を聞いて、「すぐに解消する」ということならすぐにでも許

可をしていいと思いますが、まったく応じないとなれば保留にするべきと思います。 

 

○委員 

 状況としては、砂利を少し敷いてあるだけです。すぐにでも原状復旧できると思いますか

ら、原状復旧をしてからということでどうでしょうか。 

 

○委員 

 この図面では、道路が北ですか。 

 

○委員 

 私が説明します。写真で道路側に擁壁がありますが、砂利敷きの所は擁壁を切ってありま

す。切って砂利を敷いてあります。そこに車を止めてあります。隣りのアパートへの進入路

の隣りに砂利を敷いてありました。という状況でした。 

 

○委員 

 では、申請地は、道路より高いのですか。 

 



 

７ 

 

○委員 

 いえ、高さは道路と一緒です。もとは道路より高かったのかなと思いますが、現在は耕し

て畑にしてあるのかなと思います。 

 

○委員 

 道路工事のために砂利を敷いてあるのですか。ではなくて、まったく別の砂利を敷いて駐

車場ですよね。地番は別ですよね。地番が違うのなら申請地は許可相当と思います。 

 

○委員 

 これは、今度申請が出て来たから違反転用と気づかれたのですよね。そうでなくても、許

可を得ずに砂利を敷いたりしたら違反転用ということで言わないといけないですよね。ここ

は、農作業用のトラック一台分程度ならいいかもしれませんが、そうでなくて何台かの駐車

場として使っているならば、許可を得ずに使っていけない事を市としては指導しなければな

らないと思います。この場合は、所有者が同じということでなおさら違反転用ということで

原状復旧してくださいと言うことが農業委員会として必要と思います。  

 

○議長 

 私も現地を見ていないのでどういう事も言い切れないのですが、いろいろな意見が出てい

ます。それでは意見を取りたいと思います。保留にするか、条件付き許可相当にするか、と

いうことです。まず保留という方は挙手をお願いします。 

 

（「保留」意見の委員、挙手） 

 

○議長 

それでは、条件付き許可という方は挙手をお願いします。 

 

 （「条件付き許可」意見の委員、挙手） 

 

○議長 

 「条件付き許可」というのが圧倒的に多いようですが、そこら辺の、地主と協議をするこ

とについては事務局の方で十分対応をしていただきたいと思います。それでよいですね。 

 

○議長 

 先ほど皆様方の意見があったように、原状復旧することを条件に、許可相当とすることに

したいと思います。 

続いて２番大村、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

 ２番大村、須田ノ木町の農地、地目 畑 現況 雑種地、面積 １４㎡、譲渡人及び譲



 

８ 

 

受人は記載のとおりです。契約は売買です。本件は、譲受人の亡き夫が平成４年、自己所有

地にアパートを建築した際に、アパートの敷地の一部である譲渡人の所有地を自分の所有地

と誤認し、所有者の同意を得ず、また農地転用の許可を得ずに、車両の通行場所として舗装

したものです。令和２年１１月に譲渡人から譲受人に連絡があり、当該地の所有権の誤認及

び違反転用が判明したことから、今回転用申請するものです。なお、県からは簡易手続き相

当の違反案件の基準に該当し、追認許可相当と判断するとの通知があっています。 

県の簡易手続きの判断の根拠としましては２つありまして、一つ目は、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に該当するということ、

二つ目は、農地法第５条第２項各号に掲げる規定のいずれにも該当しないということであり

ます。また、追認許可相当と判断に至ったその他の事由として、違反による周辺農地の営農

に支障がないことと、当初から申請していれば許可できた案件であるという２つが挙げられ

ています。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なっており、雨水排水は自然流下、汚水、生活

雑排水は発生しません。周辺は、北側が農地です。資金については、預金通帳の写しを確認

しています。 

 

○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 

 ２４日に現地を見てまいりました。今事務局の説明のあったとおりです。現地は、三角に

なったところに４坪くらいでした。私も夏の調査の時に現地を見て周りましたが、全然気づ

きませんでした。今まで 30年近く気付かれていなかったのかなと思います。以上です。 

 

○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。 

 

○事務局 

３番大村、木場２丁目の農地、地目 畑、面積 ２９５㎡、併用地を含めた全体面積は、

４９０．１㎡、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、譲受人が

自己住宅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、現状のまま利用するとなっており、住宅は間隔を空けて建築するとな

っています。雨水排水は既存側溝へ接続し、汚水、生活雑排水は公共下水道へ接続するとな



 

９ 

 

っています。周辺に、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、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 

 この土地は、畑だったのですが、ずっと周りは宅地化が進んで住宅地となっています。 

周りに農地もなく何ら問題ないと見てまいりました。ご審議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。 

  

＜ 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番西大村、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

４番西大村、松並１丁目の農地、地目 畑、面積 ３７３㎡、併用地を含めた合計面積は、

７５３．８７㎡、譲渡人及び譲受人は記載のとおりです。契約は売買です。本件は宅地３区

画を造成し、宅地分譲するものです。場所は、都市計画区域内、農振外の第３種農地です。

なお、農業用倉庫については既に２００㎡未満で許可不要の農業用施設届出が提出されてい

ます。 

被害防除計画では、盛土０．４～１．２ｍ、擁壁を設けるとなっています。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するとなっています。周辺に、農地

はありません。資金については、残高証明書を確認しております。また、譲受人は宅地建物

取引業者免許証を所持しております。 

 

○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、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 ここは、申請者の自宅の家庭菜園をされる農地でした。自宅も併用地として含めて、進入

路と宅地を造成するということです。周りはすべて宅地ですので何ら問題ないと見てまいり

ました。ご審議よろしくお願いします。 
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○議長 

４番西大村について、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番西大村は、許可相当とします。 

続いて、５番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

５番竹松、小路口町の農地、地目 畑、面積 １５０㎡、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、譲受人が従業員の駐車場を設置するものです。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、現状のまま利用するとなっており、雨水は既存の水路に放流、汚水、

生活雑排水は発生しないとなっています。周辺に農地はありません。資金については、預金

通帳の写しを確認しております。 

 

○議長 

それでは、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 

 ここは、周辺は農地ありませんし、道端で、隣りが申請人の駐車場でございます。何ら問

題ないと見てまいりました。ご審議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。 

 

＜ 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。 

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、富の原２丁目の農地、地目田 現況畑、合計面積１，９４６㎡、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、報告第１号２番竹松で合意解約した農

地で、譲受人が車両保管場所として駐車場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０．３５～０．９ｍ、擁壁を設けるとなっています。雨水は既存
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の側溝に接続、汚水、生活雑排水は発生しないとなっています。周辺には、北側に農地があ

ります。資金については、残高証明書を確認しております。 

 

○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、東側は宅地で、南側は道路となっています。左側は駐車場となっています。北側

は田となっていますが、原状は畑のようになっています。申請地については、周りに迷惑を

かけるということはないと思います。汚水は発生せず、雨水も道路側溝に流すということで、

問題ないと思います。ご審議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。 

 

＜ 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番福重、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

７番福重、寿古町の農地、地目 畑と田、合計面積２，１７４㎡、併用地を含めた合計面

積は、２，７０９．４７㎡、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１２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０．７ｍ、擁壁を設けるとなっており、建物は隣接境界から距離

を取って建てるとなっています。雨水は既存の側溝に接続、汚水、生活雑排水は公共下水道

へ接続となっています。周辺は、北側南側に農地があります。資金については、残高証明書

を確認しております。また、譲受人は宅地建物取引業者免許証を所持しております。 

 

○議長 

それでは、７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 

まわりは宅地になっていっているようなところですが、半分はまだ農地が残っています。

今回は、自分の宅地まで含めての転用ということです。水利関係ですが、南側にずっと行っ

たところに田んぼがあります。そこの水をきれいに確保をしていただくために、北から南へ

続く道路に沿って水路を新しく作ってもらいます。残っている田んぼには影響がないように
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なっています。何ら問題ないと見てまいりました。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

７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、７番福重は、許可相当とします。 

続いて、５ページ第４号議案「非農地証明願の件」を議題とします。１番大村、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番大村 三城町の農地、地目 田 現況は宅地、面積 ３２５㎡、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、九州新幹線西九州ルートの工事に伴い、工事用道路として利用された

当該地について、所有者の意向により原状復旧せずに返却されたものです。なお、本案件は

転用許可不要案件に該当することから、非農地証明として対処するものです。 

付け加えて説明しますと、新幹線工事に伴い工事業者が建設する仮設事務所などは一時転

用許可になりますので、工事終了後必ず農地に戻してもらわなければなりません。また、新

幹線工事に伴い鉄道建設機構が建設する進入道路は許可不要案件となり、農地に戻す場合と、

今回のように農地に戻さずに、そのまま使用する用地も今後出てくるものと思われます。 

 

○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 

現地は、以前農地でして、非耕作地でした。工事が始まる前は、一段低くなっており非耕

作地でしたが、新幹線の工事がされた後に、原状復旧をされずに宅地になるということで特

に問題ないと思います。 

 

○議長 

ただ今の 1番大村に対して、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番大村は、承認することといたします。 
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続いて、２番萱瀬、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

２番萱瀬 宮代町の農地、地目 畑 現況は道路、面積 １２７㎡、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年以前より奥の山林への通路として利用しており、現在も利

用しているものです。 

 

○議長 

それでは、２番について、萱瀬地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 先日、委員四人で見てまいりましたけども、隣りの宅地造成の時に舗装された分というふ

うに見てまいりました。お話しを申出人のお母さんから、また、利用者の宅地を造成した方

にも伺ってまいりました。見てのとおり舗装道路となっておりまして、他に使う用途があり

ません。問題なしと見てまいりました。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

ただ今の２番萱瀬に対して、ご意見等ありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、２番萱瀬は、承認することといたします。 

続いて、６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「農業経営基盤強化促進事業による利用権設定の件」、 

1 番鈴田 岩松町の農地、地目 田、面積１，５６７㎡、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番鈴田 中里町の農地、地目 田、面積２，９８９㎡のうち１，５４５㎡、貸付申

込者及び借入申込者は記載のとおりです。本件は、報告第１号１番鈴田で合意解約した農地

になります。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３番大村 玖島２丁目の農地、地目 田、合計面積２，３６５㎡、貸付申込者及び借

入申込者は記載のとおりです。 

申込者は麦の作付を計画しており、利用権は記載のとおりです。 
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次に４番大村 玖島２丁目の農地、地目 田、面積１，８５３㎡、貸付申込者及び借入申

込者は記載のとおりです。 

申込者は麦の作付を計画しており、利用権は記載のとおりです。 

 

次に５番竹松 黒丸町の農地、地目 畑、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。 

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６番福重 今富町の農地、地目 畑、合計面積４，６６４㎡、貸付申込者及び借入申

込者は記載のとおりです。 

申込者はぶどうの作付を計画しており、利用権は記載のとおりです。 

 

次に７番福重 今富町の農地、地目 田、合計面積１，４７９㎡、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７ページ８番福重 立福寺町の農地、地目 田、合計面積５，８１３㎡、貸付申込者

及び借入申込者は記載のとおりです。 

申込者は麦の作付を計画しており、利用権は記載のとおりです。 

 

以上第５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５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５号議案は、承認することとします。 

続いて、８ページ、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、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

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。 
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○事務局 

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」 及び第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」、 

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。

資料１をご覧ください。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、３列目から７列目までが配分計画です。 

 

資料１の１行目、第６号議案１番萱瀬、第７号議案１番萱瀬、田下町の農地、地目 田 

現況 畑、面積２，６０２㎡、集積計画の貸付申込者と、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２行目、第６号議案２番竹松、第７号議案２番竹松、竹松町の農地、地目 田、合計

面積３，２８３㎡、集積計画の貸付申込者と、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３行目、第６号議案３番福重、第７号議案３番福重、今富町の農地、地目 田、合計

面積３，０８７㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記載のとおりで

す。申込者はトマト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。 

 

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 

ご異議がありませんので、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。 

続きまして、１０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。事務局から報告をお願いします。 

 

○事務局 

報告第２号、１番福重 寿古町の農地、地目 畑、合計面積１，３１０㎡です。賃貸人及

び賃借人は記載のとおりで、解約理由は、双方による合意解約です。 
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○議長 

ただ今の報告に、ご意見等ありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

それでは以上をもちまして、本日の議事を終了します。 


