
 

１ 

 

総会議事録（第１１回） 

 

１ 開催日時 令和３年２月２５日（木）１５時００分～ 

２ 開催場所 第８会議室 

３ 出席委員（３０名） 

○農業委員（１６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  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（１４名） 

１番 原  正人  ２番 平山 清孝  ３番 渡辺 和久  ５番 井上 秀明    

  ６番 福田 文夫  ８番 一瀬  晃  ９番 山浦 弘之 １１番 山上  傳  

 １２番 井本 忠之 １３番 上野祐太郎 １６番 野田 善則 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（３名）          ３番 山口 明美  ５番 田川 康浩 

６番  山口 正治 

○農地利用最適化推進委員（４名）   ４番 小川 國治  ７番 林  敏弘  

１０番 川副 博司 １５番 森  良広  

                  

５ 議  題 第１号議案 大村市農地利用最適化推進委員の委嘱について 

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２号議案 農地法第３条の規定による許可申請の件 

       第３号議案 農地法第４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申請の件 

       第５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６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７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８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９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 10号議案 農業委員会委員の辞任同意願いについて 

       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） 

 

 



 

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１１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番委員、５番委員、６番委員、４番推進委員、７番推進委員、１０番推進委員、１５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、８番農業委員、１２番農業委員にお願いします。 

 

４ 議事 

○議長 

それでは、別冊第１号議案「大村市農地利用最適化推進委員の委嘱について」を議題とし

ます。事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

従来の議案と別に別冊をご覧ください。第１号議案「大村市農地利用最適化推進委員の委

嘱について」農業委員会等に関する法律第 17条第 1項の規定に基づき、議案に記載の候

補者１名を大村市農地利用最適化推進委員に委嘱することについて、ご審議をお願いするも

のです。なお、参考資料としまして、２月８日付け最終公表の結果をつけております。（団

体推薦１名のみ）今回候補者となられている方の経歴は参考資料に記載のとおりで、長崎県

央農業協同組合女性部郡支部から適任者としてご推薦をいただいております。 

また、本候補者につきましては、大村市農業委員会選考委員会において、各委員のご意見

を伺いましたが、全委員から適当であるとのご判断をいただいております。 

 

○議長 

ただ今の説明に対する質問、意見はございませんか。 



 

３ 

 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

お諮りします、第１号議案は原案に記載の候補者に農地利用最適化推進委員を委嘱するこ

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号議案は原案どおり承認することといたします。なお、委

嘱日は３月１日とし、３月から推進委員として活動していただくことといたします。 

次に２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番竹松 

富の原２丁目の農地、地目 畑、合計面積２，９２３㎡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４号議案、１１番竹松と関

連があります。 

 

２番竹松 富の原２丁目の農地、地目 畑、合計面積２，９２１㎡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。この案件も、第４号議案、１

１番竹松と関連があります。 

 

３番竹松 富の原２丁目の農地、地目 畑、面積９１８㎡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。この案件も、第４号議案、１１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、３ページ、第２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番福重、事務局から説明をお願いします。 

 

 



 

４ 

 

○事務局 

 第２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、福重町の農地、地目 

畑、合計面積２，４６９㎡、譲渡人及び譲受人は記載のとおりです。 

本件は、譲受人が新規就農のため、本件農地を譲り受けるものであります。誓約書による

と、普通野菜を栽培する計画で、反当り３００ｋｇの収穫見込みとなっています。 

なお、譲受人は県央振興局農林部大村・東彼地域普及課から事前に営農計画などの確認指

導を受けており、営農される予定です。また、新規就農者の下限面積要件は農振地域で 2

反ですが、合計面積２，４６９㎡と要件を満たしております。 

 

○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 

 草場町と福重町、両方とも耕作を出来る状態に耕してありました。新規就農者になられる

〇〇さんは、新規就農者として認められています。私はあまり存じ上げない方ですが、今後

見守っていくことで問題ないのではないかと見て参りました。3条取得としては問題ないと

見て参りました。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

1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、1番福重は許可することとします。 

続いて、４ページ、第３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 4条の規定による許可申請の件」 

１番大村、木場２丁目の農地、地目 畑、面積２００㎡、申請者は記載のとおりです。本

件は、申請地に自己住宅１棟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

内農用地外の第２種農地です。なお、農業用通路については既に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、現状のまま利用するとなっており、周囲には擁壁を設けているとなっ

ています。雨水は既存水路に放流し、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。 

 

 



 

５ 

 

○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 

 申請地は、住宅街の近くです。住宅を建てられるということで問題ないと思います。汚水

雨水も整備されていますし、問題は無いと思います。ご審議よろしくお願いします。 

 

○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、５ページ、第４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番三浦、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

第４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

と畑、合計面積 ７２８㎡、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

は譲受人が駐車場１７台分を建設するものです。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０．４ｍ、切土０．４ｍ、法面保護をするとなっており、

雨水排水は自然流下、汚水、生活雑排水は発生しないとなっています。周辺には、北側と南

側に農地があります。資金については、口座通帳の写しを確認しております。 

 

○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 

申請地は、畑と水田をされていたところです。今は休耕地状態です。今回は、駐車場を建

設されるということです。畑と水田の高低差があります。それで進入路を 2カ所するという

ことです。周辺には農地はございませんし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番三浦について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜ なし ＞ 

 



 

６ 

 

○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。 

続いて２番三浦、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

２番三浦、今村町の農地、地目 畑、面積 ５６５㎡、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、

法面と進入路の合計面積が１８７．８９㎡あることから、住宅を建築するための有効面積は

３７７．９１㎡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、盛土０．１～１．３ｍ、切土０．１～１．６ｍ、土留め工事、法面保

護をするとなっています。また、住宅は緩衝地を設け、高さを加減して建築するとなってい

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、北側と東側に農地があります。資金については、住宅ローン保証会社の正

式審査結果のご連絡を確認しております。 

 

○議長 

それでは、２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 

 今ご説明のとおりです。現地確認の際は、周囲に防風林がありまして、急な勾配がありま

す。東側と西側に法面を作るということです。雨水は東側から側溝を設けて道路側の水路に

つなげるということです。汚水は公共下水道に接続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 

２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番三浦は、許可相当とします。 

続いて３番三浦、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

３番三浦、今村町の農地、地目 畑、合計面積 ６６０㎡、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、本案件は譲渡人の父が平成１６年９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



 

７ 

 

度転用申請を行うものであります。また、転用に係る面積基準５００㎡を超過していますが、

法面と進入路の合計面積が２１１㎡あることから、住宅を建築するための有効面積は４４９

㎡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、盛土０．６ｍ、切土１．４５ｍ、周囲は既存の擁壁及びブロックで囲

われている。また、住宅は隣地から距離を取っ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っています。周辺には、南側

と西側に農地があります。資金については、夫からの借用書及び損失補償等協議書を確認し

ております。 

 

○議長 

それでは、３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 

 今ご説明の土地は７、８年前から売却の話があっていたところです。660㎡でネックにな

っていました。周囲はコンクリートブロックがされていました。西側は家庭菜園のような感

じでした。今回、北側に法面をされると言うことで、南側に勾配がつくと言うことです。今

回、行政書士さんが入られて問題ないように設計をされたようです。雨水は道路側溝、汚水

は公共下水道接続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 

３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、３番三浦は、許可相当とします。 

お諮りします。続いて４番鈴田を議題としますが、本案件は７ページ第５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番鈴田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、４番鈴田、第５号議案１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 

４番鈴田、岩松町の農地、地目 畑 現況 雑種地、面積１，４３６㎡、併用地を含む全

体面積は１，４９６㎡、譲渡人及び譲受人は、記載のとおりです。契約は売買です。 



 

８ 

 

本件は、譲渡人が平成２７年１１月に工場建設をするとして転用許可を受けていたが、実

行されないまま現在に至っている。今回譲受人が資材置場及び駐車場を建設するとして、４

番鈴田で転用申請と、第５号議案１番鈴田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。周辺は、南東が農

地となっています。雨水排水は溜枡を設置し、汚水、生活雑排水は発生しないとなっていま

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、４番及び第５号議案１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、5条転用の計画変更と言うことで、平成 27年に転用許可が下りているところで

す。ちょうど隣に譲渡人の会社と工場があります。譲受人が土地を取得されるということで

す。土地の有効利用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 

４番鈴田及び第５号議案１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、４番鈴田は、許可相当とし、第５号議案１番鈴田については承認

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、赤佐古町の農地、地目 畑、合計面積 １，８６２㎡、併用地を含めた全体面

積 ２，１７６．６７㎡、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８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、盛土１．５５ｍ、切土３．４ｍ、擁壁を設けるとなっており、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。周辺には、西

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、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。 

 



 

９ 

 

○委員 

現地は、譲渡人の家の周りが畑です。前の方に市道がありますので、雨水汚水も問題ない

と思います。西側に畑がありますが、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 

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番西大村、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

６番西大村、諏訪１丁目の農地、地目 田、合計面積２，８７２㎡、実測面積２，８７２．

７５㎡、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９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、盛土１．５～２．５ｍ、法面保護をし、擁壁を設けるとなっており、

建物建築時には高さを加減するとなっています。雨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。周辺には、北側と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、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 

ここは、ちょうど西側が川です。長年耕作されていませんでした。道路を拡幅されて道が

出来ますので雨水排水は問題ないと思います。残った田ですが、北側の三角になったところ

に取り入れ口があり、西側の水路に流れていくという風になっていますので問題ないと見て

参りました。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

６番西大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

 



 

１０ 

 

○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、古町１丁目の農地、地目 畑、面積４５８㎡、併用地を含めた合計面積は、

９８０．８１㎡、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

区画と道路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。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０．３ｍ、切土０．１３ｍ、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、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 

ここの手前は宅地でして奥のところが家庭菜園をされていたところです。残りの畑も家庭

菜園程度です。被害防除計画書等きちんとされていますので、問題ないと思います。ご審議

よろしくお願いします。 

 

○議長 

７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、７番西大村は、許可相当とします。 

続いて、８番西大村、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

８番西大村、古賀島町の農地、地目 畑、面積２２５㎡、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、

農振外の第３種農地です。被害防除計画では、盛土０．３ｍ、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。雨水は既存の水路に放流、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、北側東側に農地があります。資金



 

１１ 

 

については、融資見込証明書を確認しております。 

 

○議長 

それでは、８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 

ここはにんじんやほうれん草をされていました。ここの地主の方が贈与をされて家を建て

られると言うことです。雨水排水は問題ないと思います。残りの畑は耕作されるかどうかわ

かりませんが、贈与者の土地なの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 

８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、８番西大村は、許可相当とします。 

続いて、９番西大村、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

９番西大村、坂口町の農地、地目 畑、面積７５７㎡、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４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０．５５ｍ、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へ接続となっています。周辺は、南側に農地がありま

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、９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 

ここは西側が去年転用が出ていたところの続きのところです。南側は、畑が一部あります

が、南側ですので日照等も問題ないと見て参りました。汚水は公共下水道接続で、雨水排水

もしっかりしていますの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 

９番西大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 



 

１２ 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、９番西大村は、許可相当とします。 

続いて、１０番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

１０番竹松、黒丸町の農地、地目 田、合計面積２，３８１㎡、実測面積２，３８１．７

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、分譲宅地１２区画

と道路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１．５ｍ、擁壁を設けるとなっています。雨水は既存の水路に放

流、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、融資証明書及び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、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 

ここは、北側に田んぼがありますが、あまり耕作されていません。東側に水路とあります

が、道路側にも水路があって、まず北側の田んぼの水が道路側の水路を通って流れています。 

下の方は田んぼが残っていますが、さらにその下は宅地造成があっております。その残って

いる田んぼも奥さん一人で耕作が難しくなっていますし、擁壁をついて隣に迷惑をかけない

となっていますので、問題ないと思います。また、雨水排水もしっかりしておりますので何

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 

１０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、１０番竹松は、許可相当とします。 

続いて、１１番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

 １１番竹松、富の原２丁目の農地、地目 畑、合計面積７，８０６㎡、実測面積７，８０

９．７４㎡、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

１番２番３番竹松において合意解約した農地で、分譲宅地３５区画と道路を建設するもので



 

１３ 

 

す。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０．１ｍ～０．６ｍ、擁壁を設けるとなっており、建物は隣接境

界から極力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、南西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、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 

ただ今、説明のあったとおりです。報告第 1号にて報告があった土地です。三方を公道で

囲まれた住宅地の真ん中にあります。一部畑が残りますが、問題ないと思います。ご審議よ

ろしくお願いします。 

 

○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。 

 

＜ 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７ページ第５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。２番西大村、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

第５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番西大村 古賀島町の農地、地目 畑 現況雑種地、面積３７７㎡、転用者は、記載の

とおりです。本件は、令和元年６月に転用許可を得ており、当初は共同住宅を建築予定であ

ったが、新型コロナの影響で収入が不安定になったため、自家用駐車場として利用したいと

いうことで計画変更申請書を提出するものです。都市計画区域内、農振外の第３種農地で

す。被害防除計画では、整地は終了しており、現状のまま利用するとなっています。周辺に

は、東側に農地があります。雨水排水は自然流下、汚水、生活雑排水は発生しないとなって

います。資金については、整地は終了しており、発生しないとなっています。 

 

○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。 

 



 

１４ 

 

○委員 

これは計画変更で駐車場として利用されると言うことです。また、駐車場を利用される方

も既に決まっていると言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、２番西大村については承認相当とします。 

次に、８ページ第６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。それでは、１番萱瀬、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所有権移転の件」、 

１番萱瀬 荒瀬町の農地、地目 田、面積８３２㎡、売渡申込者及び買受申込者は、記載

のとおりです。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。誓約書によると、水稲を栽培する計画で、反当り５００ｋｇの収穫見込みとなっていま

す。買受申込者は、認定農業者であり、みかん２００a、アスパラガス３８a、水稲３７a

を耕作、年間３００日農業に従事しているなど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、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 

 ただ今事務局からご説明のあったとおりです。この前現地を見て参りました。前はイチジ

クをされていたようでございます。しっかりと営農をされていますの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番萱瀬について、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番萱瀬は、承認することとします。 



 

１５ 

 

続いて、９ページ、第７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７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 溝陸町の農地、地目 田、面積３０４㎡、貸付申込者及び借入申込者は記載の

とおりです。申込者は花き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番萱瀬 中岳町の農地、地目 田、合計面積は３，０３４㎡のうち、２，２４１㎡、

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 竹松町の農地、地目 田と畑、合計面積１，９４５㎡、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４番竹松 鬼橋町の農地、地目 田、面積１，７２３㎡のうち９００㎡、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５番竹松 鬼橋町の農地、地目 田、面積１，３５６㎡、貸付申込者及び借入申込者

は記載のとおりです。 

申込者はみかん苗木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 福重町の農地、地目 田、合計面積６，６８３㎡、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１０ページ、７番松原 野岳町の農地、地目 田と畑、合計面積１８，４６０．９１

㎡、貸付申込者及び借入申込者は記載のとおりです。 

申込者は水稲と野菜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７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７号議案について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜ なし ＞ 



 

１６ 

 

 

○議長 

異議なしということで、第７号議案は、承認することとします。 

続いて、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集積計画作成の件」

を議題としますが、本議案は、１３ページ、第９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８号議案及び第９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８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９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８号議案１番大村、第９号議案１番大村、東大村２丁目の農地、地目 

田、合計面積４，０４５㎡、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、配分計画のみです。第９号議案２番大村、東大村１丁目の農地、地目 畑、

合計面積１４，２６６㎡のうち８，８００㎡、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、４行目、第８号議案２番萱瀬、３番萱瀬、第９号議案３番萱瀬、原町の農地、地

目 田、合計面積２，６８２㎡、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５行目、第８号議案４番福重、第９号議案４番福重、福重町の農地、地目 畑、合計

面積２，４２５㎡、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。申込者はブドウ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行目から裏面の７から１２行目までの、第８号議案５番松原から１１番松原まで、



 

１７ 

 

第９号議案５番松原、野岳町の農地、地目 畑と原野 現況 畑、合計面積７，８６７㎡、

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。 

 

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８号議案及び第９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８号議案については、承認することとし、第９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、第１０号議案「農業委員会委員の辞任同意願いについて」、事務局から説明をお願い

します。 

 

〇事務局 

農業委員会委員の辞任届が、２月３日付けで本人から提出されました。大村地区の山口正

治委員です。委員の辞任は、農業委員会法第 13条で「正当な事由があるときは、市長及び

農業委員会の同意を得て辞任することができる」となっております。辞任の理由が正当であ

るかどうかは、社会通念に従い判断すべきで、農業委員会の同意は総会の議決、すなわち辞

任申出者を除く総会出席者の過半数の賛成によって行うことになっております。 

事務局では、本人と面談し、意思を確認しましたが、辞意が固く、一身上の都合によりと

いうことで、辞任届を受理しています。 

 

○議長 

ただいまの件について、皆さんから質問等、ありませんか。 

それでは、辞任について、皆さん方の同意を得てよろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

それでは、２月２６日をもちまして、辞任に同意したとさせていただきます。あとは、事

務局の方で市長部局とも、手続きを進めてください。 

続いて、１５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。 

 



 

１８ 

 

○事務局 

報告第２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番大村及び２番福重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。 

 

○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＞ 

 

それでは以上をもちまして、本日の議事を終了します。 


