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壱岐市農業委員会定例会（平成２８年８月） 

議 事 録 

１．開催日時    平成２８年８月２６日（金） 午前９時 

２．開催場所    壱岐市役所石田庁舎 ２階 第４会議室 

３．出席委員    ・・・・ 農業委員会長 外   農業委員 ２８名 

４．欠席委員    ・・番 ・・委員 

５．事務局職員   事務局長 ・・・・  係長 ・・・・  主事 ・・・・ 

６．議事日程 

第１．議事録署名委員の指名 ・・番 ・・委員 ・・番 ・・委員 

第２．議案第３６号 農地法第３条の規定による許可申請について 

   議案第３７号 農地法第４条の規定による許可申請について 

   議案第３８号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第３９号 壱岐農業振興地域整備計画変更（除外）に対する意

見について 

   議案第４０号 平成 28 年度農用地利用集積計画について（第 3回） 

７．報告事項  農業用施設等届出申請について

８．その他

開 会 （ 午前 ９：００ ） 

事務局   皆さん、お早うございます。定刻になりましたので、只今から平成２８年

８月の農業委員会の総会を開会いたします。 

本日は、・・番 ・・委員さんより欠席の届けが出ております。 

本日の出席委員は３０名中２９名で定数に達しておりますので総会は成立

しております。 

それでは、・・会長に挨拶をお願い致しまして、引き続き議事の進行をお願

い致します。 

議長    【会長挨拶】 

それでは、早速、議事に入りたいと思います。まず日程第１の議事録署名

委員及び会議書記の指名を行ないます。「壱岐市農業委員会会議規則第１８条

第２項」に規定する議事録署名委員ですが、議長より指名させていただいて

よろしいでしょうか。【はいの声あり】 

      それでは、本日の議事録署名委員は、・・番・・委員、・・番・・委員にお

願いをいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

      なお、本日の会議書記には事務局、・・主事を指名いたします。 

      それでは、日程第２の議案第３６号「農地法第３条の規定による許可申請

について」を議題といたします。事務局より議案の説明を求めます。 
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事務局   はい、議案第３６号、「農地法第３条の規定による許可申請について」農地

の所有権移転につき、次のとおり許可申請が提出されたので、審議のうえ、

決定の要がある。

２５番、土地の所在

郷ノ浦町大原触・・・・・・・・・ 畑 ３８６㎡

譲渡人、・・・・・・・・・・・・

譲受人、・・・・・・・・・・・・

経営地ですが、田が７，０６２㎡、畑が７，６５３㎡、計の１４，７１５

㎡です。

申請理由

譲渡人 相手方の要望により売却する。

譲受人 数年前より野菜を作付しており、買い受けて引き続き耕作に従事

する。

権利の設定内容は、売買です。

審査基準の各号の「全部効率利用要件」でありますが、経営状況は、主に

水稲・飼料・野菜の作付けです。農機具はトラクター、バインダー、ハーベ

スター、軽トラックを所有してあります。田植機は組合のものを利用されて

あります。農作業歴は本人が２５年、父５５年、母４５年です。通作距離は

３０m程です。
これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断され

ます。

「農業生産法人要件」、譲受人は個人であり、適用なし。

「信託要件」、信託でないので適用なし。

「農作業常時従事要件」、年間通しての従事が見込まれます。

「下限面積要件」、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は下限面積を超えて

いる。

「転貸禁止要件」、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であり転貸には

当たらない。

「地域との調和要件」ですが、申請地は今まで通り野菜を作付ける予定で

あり、本件の権利取得後により周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用

の確保に支障は生じないものと判断しております。

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満

たしていると考えます。８月２２日に・・委員さん、譲り受け人のお父さん、

お母さん立ち会いの下、現地確認を行っております。以上で事務局からの説

明を終わります。

議長    はい、以上の説明でございますが、関連委員さん補足説明ございましたら。 

・・委員  議長。 

議長    はい、・・番・・委員。 
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・・委員  ２２日の日に言われた通り事務局の方と譲受人のお父さん、お母さん立ち

会いの下に現地確認を行いました。事務局の説明の通り木戸口にありまして、

もう数年前から譲受人の方が作られておりまして、問題はないかと思います

ので、よろしくお願いします。 

議長    はい、以上の補足説明でございますが、どなたかご質疑ございませんでし

ょうか？【異議なしの声あり】それではご異議ないようですので、議案第３

６号は決定いたします。 

続きまして、議案第３７号「農地法第４条の規定による許可申請について」

を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

事務局   はい、議案第３７号 「農地法第４条の規定による許可申請について」農

地の転用につき、次のとおり許可申請が提出されたので、審議のうえ意見を

付して進達の要がある。

７番、土地の所在、

芦辺町国分本村触・・・・・・・・・・ 畑 １，１２５㎡

転用目的、農業用施設用地

申請人、・・・・・・・・・・・・・・

申請理由、肉用牛増頭のため、申請地に牛舎を増築し残りを放牧場として

利用したいので申請します。というものです。農振農用地区域内の農地で用

途区分変更が県の同意を得て平成２８年８月５日に完了いたしております。

位置図、写真、配置図は３頁から５頁です。農振農用地区分変更の折、・・委

員さん、申請人の奥さん立ち会いの下、現地確認を行っております。以上で

事務局からの説明を終わります。

議長     はい、以上の説明でございますが、関連委員さん補足説明ございましたら。 

・・委員   議長。 

議長     はい、・・番・・委員。 

・・委員   担当の・・です。この件は先月議案に上がったと思います。どうかよろし

くお願いします。 

議長     はい、以上の補足説明でございますが、どなたかご質疑ございませんでし

ょうか？【異議なしの声あり】はい、ご異議ないようですので、議案第３７

号は意見を付して進達いたします。 

続きまして、議案第３８号「農地法第５条の規定による許可申請について」

を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

事務局     はい、議案第３８号 「農地法第５条の規定による許可申請について」農

地の転用につき、次のとおり許可申請が提出されたので、審議のうえ意見を

付して進達の要がある。 

１０番、土地の所在、 

勝本町東触・・・・・・・・・・ 田 ６４６㎡ 

転用目的、農業用施設用地 
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譲渡人、・・・・・・・・・・・・ 

譲受人、・・・・・・・・・・・・ 

申請理由、肉用牛増頭のため、申請地を牛舎及び飼料置場として利用した

いので申請します。というものです。権利の設定内容は贈与です。農振農用

地区域内の農地で用途区分変更が県の同意を得て平成２８年６月１日に完了

いたしております。 

位置図、写真、配置図は７頁から９頁です。農振農用地区分変更の折、・・

委員さん、譲渡人立ち会いの下、現地確認を行っております。以上で事務局

からの説明を終わります。 

議長    はい、以上の説明でございますが、関連委員さん補足説明ございましたら。 

・・委員  議長。 

議長    はい、・・番・・委員。 

・・委員  担当の・・です。今年４月に用途区分変更という事で申請した折、立ち会

いを行いました。これは親子で牛を飼っておられますので、今後共頑張って

やるという事でしたので、何ら問題はないかと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

議長    はい、以上の補足説明でございますが、どなたかご質疑ございませんでし

ょうか？【異議なしの声あり】はい、それではご異議ないようですので、議

案第３８号は意見を付して進達いたします。 

続きまして、議案第３９号「壱岐農業振興地域整備計画変更（除外）に対

する意見について」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

事務局     はい、議案第３９号 「壱岐農業振興地域整備計画変更（除外）に対する

意見について」農業振興地域の整備に関する法律第 13 条の規定により、次の

農業振興地域内農用地区域の除外申請について、市から意見を求められたので、

審議のうえ意見を付して回答をする要がある。 

６番、土地の所在、 

郷ノ浦町初山西触・・・・・・・・の一部 畑 １８２㎡の内１１９㎡ 

 同じく ・・・・・・・・・・・・の一部 田 ５２３㎡の内３８１㎡ 

 計 ２筆で７０５㎡の内 ５００㎡ 

除外目的、住宅用地 

申請人、・・・・・・・・・・・・ 

申請理由、現在の居宅が老朽化し、子供の成長に伴い狭隘となったため、申

請地に居宅を新築したいので、農用地区域からの除外を申請します。というも

のです。位置図、写真、配置図は１２頁から１４頁です。８月２２日に・・委

員さんと申請人のお父さん立ち会いの下、現地確認を行っております。以上で

事務局からの説明を終わります。 

議長    はい、只今の説明でございますが、関連委員さん補足説明ございましたら。 

・・委員  議長。 
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議長    はい、・・番・・委員。 

・・委員  ２２日の日に現地を確認しております。その日は丁度息子さんが仕事の都

合で、お父さんと確認をしております。問題はないと思われます。よろしく

お願いいたします。 

議長    はい、そのような補足説明でございますが、どなたかご質疑ございません

でしょうか？【異議なしの声あり】それではご異議ないようですので、６番

は意見を付して回答いたします。 

続きまして、７番の説明を求めます。 

事務局   ７番、土地の所在、 

芦辺町諸吉東触・・・・・・・・・ 畑 ９５㎡ 

除外目的、駐車場用地 

申請人、・・・・・・・・・・・・・ 

申請理由、申請地を来客や帰省のための駐車場として利用したいので、農用

地区域からの除外を申請します。というものです。位置図、写真、配置図は１

５頁から１７頁です。８月２２日に・・委員さん立ち会いの下、現地確認を行

っております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議長    はい、以上の説明でございますが、関連委員さん補足説明ございましたら。 

・・委員  議長。 

議長    はい、・・番・・委員。 

・・委員  本件に関しましては、８月の２２日に事務局と現地を確認いたしました。

申請人の方からは、５月の１２日に相談を受けまして、それ以降農業委員会

方と協議を進めておった訳でございますが、本日、ここに載っておりますよ

うに丁度脇が県道でございまして、非常に場所的にも駐車場というのが必要

という事もございまして本日の申請でございます。別に問題はないと思われ

ます。以上です。 

議長    はい、以上の補足説明でありますが、どなたかご質疑ございませんでしょ

うか。【異議なしの声あり】それでは、ご異議ないようですので、７番も意見

を付して回答いたします。続きまして８番でございますけど・・委員の所有農

地でありますので、会議規則第１５条に従い退席をお願いします。（・・委員

退席）８番の説明を求めます。 

事務局   はい、８番、土地の所在、 

芦辺町諸吉本村触・・・・・ 田  ８８㎡ 

同じく     ・・・・・ 田 ２６４㎡ 計 ２筆で３５２㎡ 

除外目的、運動場用地 

申請人、・・・・・・・・・・・・・ 

申請理由、保育園を運営しているが、隣接地を借り上げて運動場を広げたい

ので、農用地区域からの除外を申請します。というものです。位置図、写真、

配置図は１８頁から２０頁です。８月２２日に・・委員さん立ち会いの下、現
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地確認を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議長    はい、以上の説明でございますが、関連委員さん補足説明ございましたら。 

・・委員  １８番。 

議長    はい、・・番・・委員。 

・・委員  お早うございます。・・です。事務局の話の通り２２日に立ち会いをいたし

ました。所有は今、出ておられます・・委員さんの土地でございます。ご承

知の通り非常に少子高齢化それから人口流出がなかなか止まらない状況でご

ざいます。まあ、そういった中で壱岐の将来を担う子供たちの健全なる成長

の為の主要申請であると思っておりますので、やむを得ない事情と理解をい

たしておりますので、何卒よろしくお願いいたします。以上でございます。 

議長    はい、以上の補足説明でありますが、どなたかご質疑ございませんでしょ

うか。【異議なしの声あり】それでは、ご異議ないようですので、８番も意見

を付して回答いたします。（・・委員入室）続きまして、議案第４０号 「平

成２８年度 農用地利用集積計画の承認について（３回）」を議題といたしま

す。事務局の説明を求めます。 

事務局    はい、２１頁をお願いします。 

議案第４０号 「平成２８年度 農用地利用集積計画の承認について」、今

年度３回目になります。農業経営基盤強化促進法第 18 条第 1項の規定に基づ

き、下記農用地利用集積計画の決定について意見を求める。今回、利用権設

定の件数は１０１件、借手が４１人、貸手が９３人です。田が 149 筆で 193,468

㎡、畑が 59 筆で 64,541 ㎡、合計で 208 筆の 258,009 ㎡です。 

この件につきましては、農業委員皆様方の署名・押印を頂いておりますの

で、今回この一連について、ご承認を頂きたいと思います。内容につきまし

は、２２頁から２８頁に掲載しております。よろしくお願いいたします。 

議長    はい、只今の説明のとおり皆さんの印鑑を頂いておりますので、よろしゅ

うございますか（はいの声あり）それでは、続きまして、報告事項の「農業

用施設等届出申請について」をお願いします。 

事務局   はい、２９頁をお願いします。 

報告事項、農業用施設等届出申請について、農業用施設等届出書が、次のと

おり提出されましたので報告します。１番、土地の所在 

芦辺町深江栄触・・・・・・・の一部 田 ８１１㎡のうち１４７㎡  

申請人 ・・・・・・・・・・・・ 

申請理由 申請地に米の乾燥機を入れる倉庫を建築したいので届け出ます。

ということです。 

位置図、写真は３０頁～３１頁です。以上で事務局からの報告を終わりま

す。 

議長    只今のは、報告事項でございますので、よろしゅうございますか。（はいの

声あり）外に皆さん方から何かございませんか。ないようでありますので、
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本日の会議の全日程を閉めたいと思いますがよろしいでしょうか。【はいの声

あり】大変お疲れでございました。 


