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総会議事録（第１２回） 

 

１ 開催日時 令和３年３月２５日（木）１４時００分～ 

２ 開催場所 大会議室 

３ 出席委員（３４名） 

○農業委員（１７名） 

会  長    １１番 田添 利弘  

1番 城山 正巳  ２番 浅井 和巳  ３番 山口 明美  ４番 渡邉 重徳   

５番 田川 康浩  7番 山口 光則  ８番 吉﨑 邦幸  ９番 朝長 洋子  

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（１７名） 

１番 原  正人  ２番 平山 清孝  ３番 渡辺 和久  ４番 小川 國治     

  ５番 井上 秀明  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 １１番 山上  傳 １２番 井本 忠之  

 １３番 上野祐太郎 １４番 瀬戸口裕子 １７番 鳥越  優 １８番 梶原  茂  

 １９番 児玉 賢治 

 

４ 欠席委員 

○農業委員（１名）          １０番 松下 善光 

○農地利用最適化推進委員（２名）   １５番 森  良広 １６番 野田 善則 

                  

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 取下げ 

       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 違反転用について 

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 

       第９号議案 非農地通知の件 

       第 10 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 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 

 

 



 

２ 

 

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   

   

１ 開会 

○事務局長 

ただいまから「令和２年度第１２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番農業委員、15 番推進委員、１６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、９番農業委員、１９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「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」、１番三浦 

今村町の農地、地目 畑と田、合計面積１，６８０．３２㎡です。使用貸人及び使用借人は

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、２番、

３番、４番三浦と関連があります。 

 

２番福重 草場町の農地、地目 田、面積９２５㎡です。使用貸人及び使用借人は記載の

とおりで、解約理由は、双方による合意解約です。 

 

３番松原 野岳町の農地、地目 畑、合計面積２，２８０㎡です。使用貸人及び使用借人

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７号議案、第８

号議案、１番松原と関連があります。 

 



 

３ 

 

○議長 

ただ今の報告に、ご意見等ありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

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、竹松町の農地、地目 田、面積８３㎡、申請者は記載のとおりです。本件は、

申請地に物置を建築するため転用申請するものです。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、現状のまま利用し、砕石舗装を行うとなっており、また緩衝地を

設けるとなっています。雨水は自然流下、汚水・生活雑排水発生しないとなっています。周

辺は北側以外農地となっています。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、事務局より説明のあったとおりです。ここは、家の目の前の耕作されていない農地を

転用されます。鉄骨平屋建ての倉庫ということでございます。面積も小さく、周辺に農地も

ありませんので、問題ないかと思います。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。 

次に２番松原、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

２番松原、東野岳町の農地、地目 田 現況は畑、面積２６７㎡、申請者は記載のとおり

です。本件は、申請者が経営する店舗の駐車場を増設するため転用申請するものです。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、切土０．５ｍとなって

います。雨水は既存の側溝に放流し、汚水・生活雑排水発生しないとなっています。周辺に



 

４ 

 

農地はありません。資金については、普通貯金口座の写しを確認しております。 

 

○議長 

それでは、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、駐車場を増設すると言うことでございます。西側は既存駐車場で後ろの方が、少

し駐車場が足りないと言うことで、少し切り土をされると言うことです。周辺に農地もあり

ません。雨水は、道路側溝に放流と言うことです。何ら問題ないかと見て参りました。ご審

議よろしくお願いします。 

 

○議長 

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、２番松原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。お諮りします。まず１番三浦を議題としますが、本案件は６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番三浦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、１番三浦、第４号議案１番三浦は、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。 

 

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 

畑 現況 宅地、面積１６５㎡、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、譲渡人が昭和４９年１月に自宅を建設するとして転用許可を受けていたが、接

道条件を満たしていなかったため実行されないまま現在に至っている。今回譲受人が事業拡

大のため共同住宅を建設するとして、１番三浦で転用申請と、第４号議案１番三浦で計画変

更申請書を提出するものです。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、現状のまま利用し、擁壁を設けるとなっています。また建物は高さを

加減するとなっています。周辺は、西側が農地となっています。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。資金については、残高証明



 

５ 

 

書を確認しております。 

 

○議長 

それでは、１番及び第４号議案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 

 ただ今事務局から説明があったとおりです。申請地の下は、2年前農地転用がありまし

て、アパートが建っています。現地確認の時、土地は機械で削る工事をされていました。工

事されている土地は元々宅地でございまして、申請者が買われて、ここにもアパートが建つ

そうでございます。申請地はその奥にありました。この地域は、アパートが建築できる地域

でございまして、今この周辺には 6棟のアパートが建っています。申請地は、汚水は公共

下水道接続、雨水は水路放流ということで何ら問題ないかと見て参りました。ご審議よろし

くお願いします。 

 

○議長 

１番三浦及び第４号議案１番三浦について、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番三浦は、許可相当とし、第４号議案１番三浦については承認

相当とします。 

お諮りします。続く２番三浦、３番三浦、４番三浦は隣接地で譲渡人がほぼ同一人物で議

案の関連がございますので、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、２番三浦、３番三浦、４番三浦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。 

 

〇事務局 

２番三浦、今村町の農地、地目 田と畑、合計面積 ９２５．３２㎡、併用地を含めた全

体面積９４７．３２㎡、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、

アパート計画の不足分を補うために月極駐車場として利用するものです。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、切土１．３５ｍ、擁壁を設け、法面保護をするとなっています。雨水

排水は既存の水路に放流、汚水、生活雑排水は発生しないとなっています。周辺は、東側に



 

６ 

 

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。 

３番三浦、今村町の農地、地目 田、合計面積 ８８７㎡、譲渡人及び譲受人は記載のと

おりです。契約は売買です。本件は譲受人が賃貸住宅 1棟を建築するものです。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１．１５ｍ、切土１．３９ｍ、土留め工事を行い、法面保護をす

るとなっています。また、建物は隣接農地と間隔をあけて建築するとなっています。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となっています。周辺は、東

側に農地があります。資金については、融資証明書を確認しております。 

４番三浦、今村町の農地、地目 田、合計面積 ８４４㎡、譲渡人及び譲受人は記載のと

おりです。契約は売買です。本件は譲受人が賃貸住宅 1棟を建築するものです。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１．３８ｍ、切土１．９２ｍ、土留め工事を行い、法面保護をす

るとなっています。また、建物は隣接農地と間隔をあけて建築するとなっています。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となっています。周辺は、東

側に農地があります。資金については、融資予定証明書を確認しております。なお、本案件

は、報告第１号で合意解約した農地と関連があります。 

 

○議長 

それでは、２番、３番及び４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 

 5条 2番は駐車場になっております。北側に土端があります。それは擁壁をするというこ

とで問題ないと思います。それで東側に農地があると言われましたが、ここは譲渡人の土地

で、現在耕作をされていません。3 番４番ですが、隣接地なのですが、申請者が違うと言う

ことです。3 番４番はワンルームマンションのような、アパートです。諫早にあります工場

の従業員さんが 2千人ほど増員されると言うことで、去年から諫早市内にあちこちアパート

が建っています。従業員さんが住まれる需要が多く見込まれます。3 番４番に関しては北側

に水田があります。それで、途中に譲渡人の土地があり、そこに緩衝地を設けられるという

ことです。水路の方は、北側に向けられまして、川の方に放流されます。汚水は公共下水道

接続ということで何ら問題ないかと見て参りました。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

２番三浦、３番三浦、４番三浦について、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番三浦、３番三浦及び４番三浦は、許可相当とします。 



 

７ 

 

続いて５番大村、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

５番大村、須田ノ木町の農地、地目 田、合計面積 ４，６１０㎡、実測面積４，６６２．

２８㎡、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、譲受人が分譲宅

地１７区画を建設するものです。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３．１ｍ、切土０．５ｍ、擁壁を設けるとなっています。雨水排

水は既存水路へ放流し、汚水、生活雑排水は公共下水道へ接続するとなっています。周辺に

は、東側に農地があります。資金については、融資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、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。 

 

○委員 

 ここは、広さが 4,600 ㎡くらいでかなり広いですが、ほとんど耕作されていない状況で

す。接しているのが宅地と南側の水路、それと東側が少し農地と接しています。ここはコン

クリート擁壁を設けると言うことで問題ないと思います。雨水排水は、水路に放流と言うこ

とです。井出組み合いとも協議が済んでいるとの事で、問題ないと思います。ご審議よろし

くお願いします。 

  

○議長 

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 5ページ６番大村、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

６番大村、水計町の農地、地目 畑、面積 ６０９㎡、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。都市計画区域内、

農振内農用地外の第２種農地です。なお、転用に係る面積基準５００㎡を超過していますが、

法面の面積が１６５㎡あることから、住宅を建築するための有効面積は４４４㎡となるとの

理由書が提出されています。 

被害防除計画では、現状のまま利用し、コンクリートブロックを設けるとなっています。

また、住宅は緩衝地を設けて建築するとなっています。雨水排水は浸透桝を設置し、汚水、

生活雑排水は公共下水道へ接続するとなっています。周辺には、北側に農地があります。資



 

８ 

 

金については、融資事前審査承認証明書を確認しております。 

 

○議長 

それでは、６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、事務局から説明があったとおりの、水計町の土地です。5 条転用申請は問題ない

と思います。有効面積も法面で減らすと言うことで問題ありません。北側に農地があります

が、一段下がったところで、ミカン畑を休耕されて山林化しつつありますので被害は影響な

いと思います。汚水管は、公共下水道接続、雨水は浸透升と言うことで問題ないと見て参り

ました。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

６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、６番大村は、許可相当とします。 

続いて、７番西大村、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

７番西大村、植松２丁目の農地、地目 畑、面積 ４０㎡、併用地を含めた全体面積 １

８０．８２㎡、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

１区画を造成するものです。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、既存のブロック塀で囲われていま

す。雨水は既存側溝に接続、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、普通預金口座通帳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、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 

この土地は、周りが宅地に囲まれていまして、周辺に農地はありませんので何ら問題ない

かと思います。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

７番西大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。 



 

９ 

 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、７番西大村は、許可相当とします。 

続いて、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、富の原２丁目の農地、地目 畑、合計面積６７１㎡、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３区画を建設するものです。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０．５ｍ、擁壁を設けるとなっています。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、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 

ここは東側に公道が通っています。三方は宅地で住宅街の中にあります。現況は家庭菜園

くらいに耕作されていました。宅地化としては何ら問題ないかと思います。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。 

 

＜ 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。 

続いて、９番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

９番竹松、富の原２丁目の農地、地目 畑、面積３６６㎡、併用地を含めた全体面積は、

１，０１７．２８㎡、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

４区画、道路、ごみ集積所を建設するものです。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０．５５ｍ、擁壁を設け、側溝を設けるとなっています。また、

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



 

１０ 

 

下水道へ接続となっています。周辺は、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。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、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、下側に道路がありますが、左側のすぐ隣に譲渡人の家があります。ここは、手前

の方は既に宅地になっていましたが、取り壊して、今更地になっています。この奥が畑にな

っていましたので、宅地と合わせて申請ということです。さらにその奥に畑が 100 坪くら

いありますが、家庭菜園程度で特に影響ないかと思います。公共下水道も完備されています

し、雨水も道路側溝へ放流ということで問題ないかと思います。ご審議よろしくお願いしま

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。 

 

＜ なし ＞ 

 

○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。 

続いて、１０番福重、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

１０番福重、沖田町の農地、地目 畑 現況 雑種地、面積２６２㎡、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。都

市計画区域内、農振外の第３種農地です。なお、本案件は譲渡人の夫が平成６年６月に貸家

を建てるとして転用許可を得ていたが、実行されないまま死亡し、相続されているため、再

度転用申請を行うものであります。 

被害防除計画では、現状のまま利用し、コンクリート舗装を行うとなっています。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、南西側

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、１０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 

この場所は、西側が少し日に当たりませんけど、住宅地で住みやすいところかと思います。

地区委員で見て参りましたが、特に問題ないかと思います。ご審議よろしくお願いします。 



 

１１ 

 

 

○議長 

１０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、１０番福重は、許可相当とします。 

続いて、１１番福重、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

１１番福重、今富町の農地、地目 畑、面積３６６㎡、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。都市計画区域内、

農振内農用地外の第１種農地です。なお、本案件は第 1種農地の不許可の例外規定「集落接

続」に該当いたします。 

被害防除計画では、盛土０．５ｍ、土留めコンクリートブロックを設けるとなっています。

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、

北側に農地があります。資金については、住宅ローン事前審査結果のお知らせを確認してお

ります。 

 

○議長 

それでは、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 

北側に、果樹園がありますが、住宅は南側に沿って建築するとのことで、果樹園の地主さ

んとも話がついているとのことです。何ら問題ないかと思います。ご審議よろしくお願いし

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。 

 

＜ 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。 

続いて６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」

を議題としますが、２番鈴田、7 ページ３番鈴田は関連がございますので、一括して審議す

ることにご異議ありませんか。 

 



 

１２ 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

ご異議がありませんので、２番鈴田、３番鈴田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。 

 

〇事務局 

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」、 

２番鈴田 岩松町の農地、地目 田 現況雑種地、合計面積３，７９２㎡、所有者、転用

者は、記載のとおりです。本件は、新幹線工事用仮設備として平成２７年８月から平成３０

年８月までの一時転用として許可されていたものですが、許可期間終了後、期間の延長が行

われていなかったため、今回期間を延長するものとして、計画変更申請書を提出するもので

す。農振内農用地です。 

被害防除計画では、現状のまま利用し、緩衝地を設けるとなっています。雨水は水路に放

流し、汚水、生活雑排水は発生しないとなっています。費用は工事済のため発生しません。 

３番鈴田 岩松町の農地、地目 田 現況 田と雑種地、合計面積 ５，１３４㎡、所有

者、転用者は、記載のとおりです。本件も、新幹線工事用仮設備として平成２７年３月から

平成３０年３月までの一時転用として許可されていたものですが、許可期間終了後、期間の

延長が行われていなかったため、今回期間を延長するものとして、計画変更申請書を提出す

るものです。農振内農用地です。 

被害防除計画では、現状のまま利用し、緩衝地を設けるとなっています。雨水排水は水路

に放流し、汚水、生活雑排水は発生しないとなっています。費用は工事済のため発生しませ

ん。 

なお、２番、３番ともに県からは簡易手続き相当の違反案件の基準に該当し、追認計画変

更承認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、悪質性がなく、周

辺農地の営農への支障がないこと、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、追認計画承認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計画

変更承認できた案件であるという２つが挙げられています。 

 

○議長 

それでは、２番、３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  

 ここは、現在使ってあります。実際工事のプラント等を置いてあります。全く問題ないと

思います。申請の引き継ぎだけ問題ということで、全く問題ないと見て参りました。ご審議

よろしくお願いします。 



 

１３ 

 

 

○議長 

２番鈴田、３番鈴田について、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番鈴田、３番鈴田については承認相当とします。 

 

○委員 

 あまり関係ないかもしれませんが、新幹線の工事で農地を使っているところがたくさんあ

りますよね。農地に復元されたところと、そのまま農地以外としてあるところはどのくらい

ありますか。どのくらいの割合になりますか。 

 

○事務局 

 一時転用は必ず農地に戻してもらわないといけません。一時転用の他に不要案件というも

のがあります。不要案件については、道路や雑種地になっているところがありますが、本人

さんの希望があれば農地に戻すことができますし、本人が希望すれば、そのまま残すと言う

ことも出来ます。ただ、割合的には把握しておりません。 

 

○議長 

 ほとんど、農地に復元されていると思います。このような新幹線の一時転用は、隣の東彼

杵町やその他市町でも一時転用としての案件がございます。基本的に一時転用は、3 年間で

農地に復元となっております。他にありませんか。 

 

 ＜ なし ＞ 

 

○議長 

次に４番西大村、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

４番西大村 池田２丁目の農地、地目 畑 現況雑種地、面積４０７㎡、併用地を含めた

全体面積は１９，７５４．７７㎡、所有者、転用者は、記載のとおりです。本件は、令和２

年８月に転用許可を得て、併用地２筆を加えた資材置場を建設予定であったが、今回併用地

９筆を加えた資材置場を建設するということで面積が増えるため、計画変更申請書を提出す

るものです。都市計画区域内、農振内農用地外の第２種農地です。なお、転用の工期につい

て、盛土を公共工事で発生する残土で行うため、１０年間を見込んだ計画工程表が提出され

ています。 

被害防除計画では、盛土７ｍ、法面保護をするとなっています。雨水排水は水路に放流、
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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、残高証明書を確認しています。 

 

○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 

 現地を見た限りでは、周辺に農地はなく、山を切り開いたような形になっていました。周

辺に特に影響はないかと思います。ご審議よろしくお願いします。 

 

○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。 

 

○委員 

 擁壁７ｍと言われましたが、一段で７ｍ上げて大丈夫なんですか。 

 

○事務局 

 一段で盛土というより、二段、三段という風に分けて盛土するということになります。ま

た、この盛土の件については大村市の土地開発協議にて関係各課との協議がされておりま

す。 

 

○委員 

 わかりました。それでは、ここで協議しなくてもいいのではないですか。 

 

○事務局 

 後ほど、断面図をお配りしたいと思います。 

 

○事務局 

盛土７ｍをしますが、しっかりと法面保護をするとなっておりますので、その辺はしっか

りと保護をするようになっています。 

 

○委員 

 ということは、斜めに盛土するということですね。わかりました。納得しました。 

 

○議長 

ほかにありませんか。 

 

 ＜ なし ＞ 
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○議長 

異議なしということで、４番西大村については承認相当とします。 

続いて８ページ、第 5号議案「違反転用について」を議題とします。事務局から説明を

お願いします。 

 

○事務局 

第 5号議案「違反転用について」、１番福重、草場町の農地、地目 畑、合計面積３０

０．４３㎡、違反転用者は、記載のとおりです。本件は、非耕作地であった該当地を平成３

０年ごろから、違反転用者が土木工事業の資材置場として、農地法の許可を得ずに現在まで

使用しています。当該地は、非耕作地で所有者と違反転用者は兄弟であり、自らの農地を荒

廃させるよりは、何らかの目的で使った方が良いと考え、農地法違反という知識がなく、資

材置場としての利用に至っており、また、当該地は代替地検討に時間と経費が掛かるため、

原状復旧は困難な状況です。第２種農地です。 

県への違反転用事案報告書に「当該土地の農地区分は第２種農地であり、違反転用に伴う

被害及び苦情は報告されていない。また、違反転用者に過去の違反歴は無く、事情聴取の内

容から、違反転用者自身の故意による違反であるとは考えにくい。既に顛末書も提出されて

おり、違反転用者は本案件について深く反省していることが見受けられる。以上のことから

本案件は、当初から申請していれば許可相当と見込まれ、追認許可相当と判断する。」との

農業委員会の意見を付すため、本総会のご審議をお願いするものです。 

 

○議長 

それでは、１番について、福重地区農業委員・推進委員お願いします。 

 

○委員 

 ここは、利用状況調査の時に見つけたところでして、その後事務局から地主さんの方に連

絡をしたということです。ここが１０年くらい前に市道の拡幅をされていまして、残地とな

っているところです。写真から見ると右側が市道ですが、そこまで畑となっていたところで

す。ここの右側と左側に大きく段差があります。亡くなられた所有者のお母さんのころは耕

作をされていましたが、亡くなられてからは耕作をされていませんでした。地主はものすご

く優良な農業者でありまして、「兄弟間だから弟へ貸した」ということで、今まで、違反転

用等の事案も全くありません。弟さんが土地を借りて違反転用者となるわけですが、事業主

として違反転用であるということをしっかりと認識してもらっており、顛末書を提出されて

おります。ここを原状復旧させるための経費と時間が大きく原状復旧は困難であると考えま

す。地区農業委員、推進委員としては「追認相当」として見て参りました。ご審議よろしく

お願いします。 

  

○議長 

1番福重について、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 

ご意見・ご質問が無いようですので、１番福重については「追認許可相当と判断する」と

の意見を付すことを決定します。 

続いて、９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 

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」、 

1 番三浦 西部町の農地、地目 田と畑、合計面積８，６９８㎡、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 岩松町の農地、地目 田、合計面積２，５４５㎡、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３番竹松 宮小路１丁目の農地、地目 畑、合計面積２，７２１㎡、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４番竹松 小路口町の農地、地目 畑、合計面積２，４０５．８７㎡、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５番福重 今富町の農地、地目 田、面積２，７７９㎡、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１０ページ６番福重 福重町の農地、地目 畑、合計面積２，３１９㎡、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７番松原 松原１丁目の農地、地目 田、合計面積１，１５０㎡、貸付申込者及び借

入申込者は記載のとおりです。 

申込者は飼料作物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。 



 

１７ 

 

 

○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、１１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、１２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 

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。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７号議案１番松原、第８号議案１番松原、野岳町の農地、地目 畑、

合計面積２，２８０㎡、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。申込者は菜の花など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、本案件は、報告第１号３番松原で合意解約された農地です。 

 

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 ＞ 



 

１８ 

 

 

○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。 

次に、１３ページから１８ページ、第９号議案、「非農地通知の件」を議題とします。事務

局から説明願います。 

 

○事務局 

 第９号議案、「非農地通知の件」についてご説明いたします。令和２年度の利用状況調査、

荒廃農地調査の結果、各委員さんに「非農地」と判断していただきました農地について、一

斉に「非農地」と判断し、非農地通知を発出するか審議していただきます。今回議案に載っ

ている農地ですが、先月の総会で事前資料としてリストと地図を該当の方に配布し、最終確

認をいただいた結果をふまえまして、現時点で「非農地」であると見込まれる土地のリスト

となっています。 

次に「非農地」として承認された後の手続きについてご説明させていただきます。承認さ

れた後、土地所有者等に対して、非農地通知書を発出し、農地に該当しない旨の通知、及び

登記地目変更の要請を行い、今後「非農地」として取り扱います。通知を受けた土地所有者

等が非農地通知書を持って法務局に行けば、地目変更登記が可能になります。合わせて関係

機関である長崎県、大村市、法務局に対しましても非農地通知一覧表を送付いたします。事

務局からの説明は以上です。ご審議よろしくお願いします。 

  

○議長 

それでは、一覧表の非農地通知の件について、皆さんから何かご意見・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、非農地と判断し、これを通知することとします。 

 次の議事に入ります前に先ほどの第４号議案４番西大村の件について、図面の配布がござ

いますので、担当者より説明をいたします。 

 

○事務局 

 先ほどの第４号議案４番西大村の件について、お手元に資料をお配りしております。一枚

目が土地利用平面図です。二枚目、三枚目が断面図となっておりまして、盛土の図面でござ

います。図面のとおり、盛土を行って、法面保護をするとなっております。以上補足説明と

させていただきます。 

 

 



 

１９ 

 

○議長 

 ただ今の補足説明について、皆さんから何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜ なし ＞ 

 

○議長 

無いようでございますので、次に、１９ページ第１０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」を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

第１０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」１番、事業名 県営農

村地域防災減災事業（農業用ため池整備工）、施行地区名 大村北部地区、施行区名 大村北

部地区、事業の内容 農業用ため池整備工、資格者は、記載のとおりです。 

２番、事業名 県営農村地域防災減災事業（農業用用排水施設整備工）、施行地区名 大村

北部地区、施行区名 大村北部地区、事業の内容 農業用用排水施設整備工、資格者は、記

載のとおりです。 

１番及び２番の事業に対する同意者は、２０ページと２１ページに一覧表をつけています。 

本件は、大村市長が県知事に対して、土地改良法第 87条の３第 1 項の規定による土地改

良事業の計画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。市の担当課は農林水産整備課です。 

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、

１号から４号まであり、1号、３号は所有者、2号は農業委員会が承認した所有者、または、

その農地について耕作の業務を営む者、４号は所有者、または、所有者の同意を得て申し出

た者となっています。２０ページ、２１ページの一覧表の同意者は、１号から４号までに該

当する者であり事務局の農家台帳で確認しております。 

 

○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番及び２番の一覧表の同意者は、「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。 

続きまして、２２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番萱瀬 荒瀬町の農地、地目 畑、面積６，９７８㎡です。賃貸人及び賃



 

２０ 

 

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。 

 

○議長 

ただ今の報告に、ご意見等ありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

それでは以上をもちまして、本日の議事を終了します。 

 

 

議事録署名人    

 

議事録署名人 


