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総会議事録（第９回） 

 

１ 開催日時 令和２年１２月２５日（金）１４時００分～ 

２ 開催場所 大会議室 

３ 出席委員（３４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  ３番 山口 明美  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 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（１6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 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）         １０番 松下 善光 

○農地利用最適化推進委員（2名）  １８番 梶原  茂 １９番 児玉 賢治 

                  

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５条の規定による許可申請の件 

       第３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４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５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６号議案 大村農業振興地域整備計画の全体見直しについて 

       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 

        

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 



 

２ 

 

○事務局長 

ただいまから「令和２年度第９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、１８番推進委員、１９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、６番農業委員、１４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番三浦 今村町の農地、地目 畑、面積４２６㎡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１号議案、

１番三浦と関連があります。 

 

○議長 

ただ今の報告に、ご意見等ありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

○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番三浦、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番三浦、今村町の農地、地目 

畑、合計面積４２６㎡、譲渡人及び譲受人は記載のとおりです。 

本件は、規模拡大のため農地を譲り受けるものであります。また、誓約書によると、みか



 

３ 

 

んを栽培する計画で、反当り１，０００ｋｇの収穫見込みとなっています。なお、この案件

は、報告第１号、１番三浦と関連があります。 

 

○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 

 譲受人は、養豚経営をされています。昔はお父さんが農業委員で 4期されました。その

当時は結構ミカンを作られていたのですが、今は全然ございません。そういう関係上、ミカ

ンを作りたいということで土地を求めていらっしゃいます。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 ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、1番三浦は許可することとします。 

続いて２番福重、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

２番福重、今富町の農地、地目 田、合計面積９６６㎡、譲渡人及び譲受人は記載のとお

りです。本件は、規模拡大のため農地を譲り受けるものであります。 

また、誓約書によると、園芸植物を栽培する計画で、反当り３万本の収穫見込みとなって

います。 

 

○議長 

それでは、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 

譲受人は、7月の豪雨災害で、ハウスが全滅をされました。今回国の補助事業等を使って

今元通りのハウスになりつつあります。国の補助金を受けるには、中の作物まで規制をされ

るということで、自分の作りたいものを作りたいということで、新たに隣りの土地を購入さ

れてハウス三棟を造って売れるものを作るというふうに頑張っておられる青年でございま

す。みなさんのご審議をよろしくお願いいたします。 

 

○議長 

２番福重について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 



 

４ 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

異議なしということで、２番福重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２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、面積 ４１０㎡、譲渡人及び譲受人は記載のとおり

です。契約は売買です。本件は譲受人が特定建築条件付き土地として定住希望者に提供する

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、

現状のまま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、北側に農地があります。資金については、残高証

明書の写し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、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 

ここは、今まで保全管理の状態でした。北西側にビニールハウスがございます。建物が平

屋建てであり日照等は問題ないと思います。また雨水は、水路に接続、汚水は公共下水道接

続ということで、特に問題ないと思います。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 ＞ 

 

○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、合計面積 １，７５２㎡、実測面積２，２３３．８

２㎡、譲渡人及び譲受人は記載のとおりです。契約は売買です。本件は譲受人が事務所の建

築及び会社専用駐車場として利用するものです。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。 



 

５ 

 

被害防除計画では、盛土０．３５ｍ、切土０．５ｍ、法面保護をし、U 字側溝を布設する

となっています。雨水排水は既存の水路に放流し、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、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、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 

私が農業委員になってこういう広い面積が申請に上がったのは初めてであります。２０日

くらい前にここで測量をされていましたので、転用がされるのかなと思っていましたら、転

用申請が上がってきました。実測面積は、２，２３３．８２㎡ということで、入ってみると

結構広ろうございます。北側の土地は、譲渡人の土地であります。ここに工務店の事務所兼

駐車場と資材置場を作られるということです。雨水は、近くに今村川があり、汚水は、公共

下水道に接続ということで特に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番鈴田、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

３番鈴田、小川内町の農地、地目 田、面積 ３２５㎡、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０．３ｍとなっており、コンクリートブロックを設けるとなって

います。雨水排水は河川へ放流、これは県央振興局と協議済です。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。周辺は、東側と西側が農地です。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、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 



 

６ 

 

 ここは、南は鈴田川の中流域でありまして、反対側は、中里町ですが、この申請地は小川

内町になります。北側は、市道に面しております。公共下水道も完備されています。特に問

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 

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、３番鈴田は、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。 

 

○事務局 

４番大村、久原１丁目の農地、地目 畑、面積 ４２１㎡、併用地を含めた合計面積は、

４８０．６㎡、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１区画

と道路を造成し、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。 

被害防除計画では、盛土０．８６ｍ、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。周辺は、南東側が農

地です。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、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 

今、事務局よりご説明があったとおりでございますが、この場所は、雨水排水は問題なく、

南東側に畑がありますが、ここも日照関係問題ありません。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 

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番西大村、事務局から説明をお願いします。 



 

７ 

 

 

○事務局 

５番西大村、池田２丁目の農地、地目 田、面積 １，２４６㎡、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。場

所は、都市計画区域内、農振外の第２種農地です。 

被害防除計画では、盛土０．２～２ｍ、擁壁を設けるとなっています。雨水は既存の水路

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、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 

申請地の周りは、現在はすべて宅地に農地転用されています。ここだけ農地で残っていた

ところです。今回、農地転用の申請があり、見て参りましたけども、なんら問題ないかと思

います。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

５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、５番西大村は、許可相当とします。 

続いて、６番福重、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

６番福重、皆同町の農地、地目 畑、面積２９３㎡、使用貸人及び使用借人は、記載のと

おりです。契約は使用貸借です。本件は、使用借人が義父から土地を借り受けて居住用住宅

を建築するものです。場所は、都市計画区域内、農振内農用地外の第３種農地です。 

被害防除計画では、切土盛土は行わず現状のまま利用し、法面保護をするとなっています。

雨水は既存の側溝に接続、汚水、生活雑排水は公共下水道へ接続となっています。周辺に農

地はありません。資金については、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、６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 

ここは新幹線が近くを通っていまして、お父さんたちが元住んでいたところですが、移転



 

８ 

 

されました。その後、義理の息子夫婦がそこに住まれるということです。下水雨水も特に問

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、６番福重は、許可相当とします。 

続いて、４ページ、第３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３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 番萱瀬 宮代町の農地、地目 田、面積１，９４２㎡、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２番萱瀬 荒瀬町の農地、地目 田、合計面積２，９４８㎡、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 萱瀬、福重 宮代町の農地ほか、地目 田と畑、合計面積 １６，８０３㎡、

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。 

 

次に４番竹松、福重 黒丸町の農地ほか、地目 田、合計面積４，４５８㎡、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 竹松町の農地、地目 田、合計面積２，１７０㎡、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ページ６番竹松 竹松町の農地、地目 田、面積３，１０８㎡、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番竹松 竹松町の農地、地目 田、面積１，７８０㎡、貸付申込者及び借入申込者



 

９ 

 

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８番竹松 富の原２丁目の農地、地目 畑、合計面積２，０１０㎡、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９番福重、松原 草場町の農地ほか、地目 田と畑、合計面積４，８０５㎡、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番福重 立福寺町の農地、地目 田、合計面積４，３３６㎡、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６ページ１１番福重 野田町の農地、地目 田、合計面積５，２６６㎡、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１２番福重 立福寺町の農地、地目 田、合計面積１，７１７㎡、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１３番福重 草場町の農地、地目 田、面積１，１２８㎡、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１４番福重 皆同町の農地、地目 田と畑、合計面積２，９９９㎡、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１５番福重 寿古町の農地、地目 田、合計面積３，７４５㎡、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１６番福重 立福寺町の農地、地目 田、面積１，１０３㎡、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。 

 



 

１０ 

 

次に７ページ１７番福重 寿古町の農地、地目 田、合計面積４，６３９㎡、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１８番福重 福重町の農地、地目 畑、面積１，６７８㎡、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１９番福重 寿古町の農地、地目 田、面積４，２０２㎡、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２０番福重 立福寺町の農地、地目 田、合計面積６，７０３㎡、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２１番福重 野田町の農地、地目 田、合計面積２，６４６㎡、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２２番福重 野田町の農地、地目 田、面積２９４㎡、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２３番松原 松原２丁目の農地、地目 田、面積１，４８８㎡、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。 

 

以上第３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３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３号議案は、承認することとします。 



 

１１ 

 

続いて、８ページ、第４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５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４号議案及び第５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４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５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、５列目から７列目までが配分計画です。 

 

資料１の１行目、第４号議案１番三浦、第５号議案１番三浦、西部町の農地、地目 畑、

合計面積３，４７６㎡、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２行目、配分計画のみです。第５号議案２番鈴田、小川内町の農地、地目 田、合計

面積５，１６４㎡、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。 

 

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４号議案及び第５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４号議案については、承認することとし、第５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１０ページ、第６号議案「大村農業振興地域整備計画の全体見直しについて」を議題



 

１２ 

 

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「大村農業振興地域整備計画の全体見直しについて」 

本件は、市内農用地区域の除外、編入を行うにあたり、農業委員会の意見を求められてい

るものです。 

該当地につきましては、各地区農業委員皆さんに資料をお渡ししているところです。 

議案を説明する前に農業振興地域制度の概要を説明します。 

農業振興地域とは、都道府県が農業振興を図るべき地域として指定した地域になります。 

農用地区域とは、市町村がおおむね１０年を見通して農用地として利用すべき土地として

設定した区域になります。農用地区域は農地転用が原則禁止となります。農用地区域の設定

要件は、５つあります。１つ目は１０ha以上の集団的農用地であること、２つ目は農業生産

基盤整備事業の対象地であること、３つ目は農道、用排水路等の土地改良施設用地であるこ

と、４つ目は農業用施設用地で２ha以上又は１つ目、２つ目に隣接するものであること、５

つ目はその他農業振興を図るために必要な土地であることとなります。 

それでは 11ページの議案をご覧ください。 

上の表の１行目、農業振興地域の総面積は４，４２７．３１ha、２行目、うち農用地区域

の変更前の面積は１，１６１．６５haです。 

今回除外・編入する面積は、３，４行目となり、１４．０２haを除外し、新たに０．７３

haを編入します。５行目、変更後の農用地区域の面積は、１，１４８．３６haとなり、変

更前と比較すると１３．２９haの減となります。 

その下の表をご覧ください、除外と編入の理由別面積です。 

まず、除外理由は、現地調査により耕作が困難になり、今後農地としての利用が見込めな

いもの１０．７５ha、新幹線施設の用地として利用され、今後農地としての利用が見込めな

いもの３．２３ha、鉄塔が建設され、今後農地としての利用が見込まれないもの０．０４ha

となっております。 

編入は、今後農地としての利用が見込まれるもので０．７３haとなっております。 

なお、本見直しにつきましては、農林水産振興課が現地確認等を実施し作成したものです。 

 

○議長 

それでは、第６号議案「大村農業振興地域整備計画の全体見直しについて」何かご意見は

ありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

○議長 

ご意見がありませんので、第６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、１１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。 



 

１３ 

 

事務局から報告をお願いします。 

 

○事務局 

報告第２号、１番鈴田 小川内町の農地、地目 畑、合計面積１，６５８㎡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。 

 

２番大村 東大村１丁目の農地、地目 畑、面積１，１６２㎡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。次の３番大村と関連があります。 

 

３番大村 東大村１丁目の農地、地目 畑、合計面積７，６３８㎡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。前の２番大村と関連がありま

す。 

 

○議長 

ただ今の報告に、ご意見等ありませんか。 

 

＜ なし ＞ 

 

それでは以上をもちまして、本日の議事を終了します。 


