
－1－

壱岐市農業委員会定例会（平成２９年１０月） 

議 事 録 

１．開催日時    平成２９年１０月２５日（水） 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 １８名 

４．欠席委員    なし 

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５４号 農地法第３条の規定による許可申請について 

   議案第５５号 農地法第４条の規定による許可申請について 

   議案第５６号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第５７号 非農地証明願について 

議案第５８号 平成 29 年度農用地地用集積計画について（第 4回） 

議案第５９号 農地中間管理事業における農用地利用集積計画の

決定について 

議案第６０号 農地中間管理事業における農用地利用配分計画

（案）に関する意見について 

７．その他

開 会 （ 午前 ９：００ ） 

事務局   皆さんおはようございます。本日は会議終了後、研修旅行を計画しており

ますので、ご参加されます委員さん方はよろしくお願いいたします。定刻に

なりましたので、只今から平成２９年１０月の農業委員会の総会を開会いた

します。 

本日の出席委員は１９名中１９名で定数に達しておりますので、総会は成

立を致しております。 

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。 
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なお、本日の会議書記には事務局の・・主事を指名いたします。 

      それでは、日程第２の議案第５４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。 

事務局   はい、議案第５４号、農地法第３条の規定による許可申請について。 

農地法第３条の規定による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。 

３３番 土地の所在 

郷ノ浦町坪触字梅津・・・・・ 台帳、現況地目 田 面積 ７４４㎡ 

譲渡人、・・・・・・・・・・ 

譲受人、・・・・・・・・・・ 

経営地ですが、田が４，４００㎡、畑が１，９１０㎡、計の６，３１０㎡で

す。 

申請理由 

譲渡人 譲渡人の要望により贈与する。 

譲受人 買い受けて規模拡大を図る。ということです。 

権利の設定内容は、贈与です。 

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・飼料の作付けです。農機具は耕耘機、田植機、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。農作業歴は本人が２０年、妻１０年、

父６０年、母５３年です。通作距離は２km 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。 

「農地所有適格化法人要件」、譲受人は個人であり、適用はありません。 

「信託要件」、信託でないので適用はありません。 

「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飼料を作付ける予定で

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。 

１０月１９日に・・委員さんと譲受人の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、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 地区担当の・・です。１９日に譲受人立ち会いの下、現地確認を行いまし

た。譲渡人は福岡に居られ農地はこの１筆で今まで耕作されてありました譲受

人への贈与という事でございますので何ら問題はないかと思います。譲受人の

方も勤めに出ながらですけれども家で牛を飼いながら土・日また時間があいた

時には農作業で頑張っておられますので別に何ら問題はないかと思いますの

で、皆様のご審議を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】それではご異議ないようですので、議案第５４

号３３番は決定いたします。

続きまして議案第５５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   議案第５５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。 

５番 土地の所在 

芦辺町中野郷東触字赤岸・・・・ 台帳、現況地目共に畑 面積 ５０２㎡ 

転用目的 倉庫及び駐車場 

申請人、・・・・・・・・・・ 

申請理由 申請地に倉庫及び駐車場を設置したいので申請します。というも

のです。農振農用地区域外の農地で農地の分類は、公共投資の対象となってい

ない生産力の低い第２種農地として判断致しております。位置図、写真、配置

図は３頁から５頁です。１０月１９日に・・委員さんと申請人立ち会いの下、

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、補足説明ございましたら。 

・・委員  議長。 

議長    はい、・・番・・委員。 

・・委員 只今、事務局が申しました通り１９日に申請人立ち会いの下、現地を確認

いたしました。本人は、塾も経営されていますし、水稲中心の委託作業をされ

ていまして、どうしても農業倉庫がいるという事で申請をされたそうです。刈

取りはかなりの面積をされていまして、乾燥機等も据え付けられて頑張ってお

られます。地域の為に非常に貢献されているようです。以上です。

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５５

号は、意見を付して進達いたします。続きまして議案第５６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。 
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事務局   議案第５６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。 

１６番 土地の所在 

郷ノ浦町本村触字大神・・・・・ 台帳、現況地目共に畑 面積 ５３６㎡ 

転用目的 倉庫用地 

貸付人、・・・・・・・・・・ 

借受人、・・・・・・・・・・ 

申請理由 来春に現在の店舗を移転し、ホームセンター形式で開店予定であ

るが、商品を保管する倉庫が不足するため、申請地を借り受け、倉庫用地とし

て利用するため申請します。というものです。権利の設定内容は使用貸借権で

す。農振農用地区域外の農地で農地の分類は、公共投資の対象となっていない

生産力の低い第２種農地として判断致しております。位置図、写真、配置図は

８頁から１０頁です。１０月１８日に・・委員さんと借受人立ち会いの下、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、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。事務局の説明のとおり１０月１８日の夕方に

おきまして貞方さんの立ち会いの下、現地確認を行いました。自宅の近くに新

しい店舗を新設されるという事で、新店舗からも近くにある申請地に商品を保

管する倉庫を建てたいという事であります。何ら問題はないと思いますので、

ご審議の程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５６

号１６番は、意見を付して進達いたします。 

続きまして１７番の説明を求めます。 

事務局   １７番 土地の所在 

石田町南触字錦・・・・・ 台帳、現況地目共に畑 面積 ４６０㎡ 

転用目的 住宅用地 

貸付人、・・・・・・・・・・ 

借受人、・・・・・・・・・・ 

申請理由 壱岐に帰省し実家で甥家族と同居していますが、申請地を借受け

て居宅を建築するため申請します。というものです。権利の設定内容は使用貸

借権です。農振農用地区域外の農地で農地の分類は、公共投資の対象となって

いない生産力の低い第２種農地として判断致しております。位置図、写真、配

置図は１１頁から１３頁です。１０月２０日に・・委員さんと借受人立ち会い
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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、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、事務局からの説明がありました通り２０日に本人さ

ん立ち会いの下、現地確認をいたしました。地図を見て解られると思いますけ

ど、周りは山ばかりですので、何ら周辺農地には影響ないかと思いますので、

皆さん方のご審議をよろしくお願い致します。

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５６

号１７番は、意見を付して進達いたします。 

続きまして１８番の説明を求めます。 

事務局   １８番 土地の所在 

石田町南触字浜田・・・・・ 台帳地目 宅地 現況地目 畑  

面積１５７．１９㎡ 

転用目的 駐車場用地 

譲渡人、・・・・・・・・・・ 

譲受人、・・・・・・・・・・ 

申請理由 自宅裏にある申請地に駐車場を整備したいので、申請します。と

いうものです。権利の設定内容は売買です。農振農用地区域外の農地で農地の

分類は、市街地の中にある第３種農地として判断致しております。位置図、写

真、配置図は１４頁から１６頁です。１０月２０日に・・委員さんと譲受人の

ご両親立ち会いの下、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、補足説明ございましたら。 

・・委員  議長。 

議長    はい、・・番・・委員。 

・・委員 今、事務局から説明がありましたように、２０日に・・さん立ち会いの下、

現地確認を致しました。ここは元々宅地造成地だった所でありまして、周りは

家ばかり建っておりますので、周辺農地の影響はないと思いますので、ご審議

よろしくお願い致します。

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５６

号１８番も、意見を付して進達いたします。 

続きまして、議案第５７号「非農地証明願について」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５７号「非農地証明願について」、このことについて、次のと
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おり申請があったので、調査審議の上決定の要がある。 

８番 土地の所在 

郷ノ浦町東触字平・・・・・ 台帳地目 畑 現況地目 雑種地 面積 ３

８３㎡ 

転用目的 駐車場用地 

申請人、・・・・・・・・・・ 

申請理由 平成２年頃から農地とは知らずに、倉庫及び駐車場として利用し

ている。というものです。位置図、写真は１８頁から１９頁です。１０月１８

日に・・委員さんと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、補足説明ございましたら。 

・・委員  議長。 

議長    はい、・番・・委員。 

・・委員 ・・です。事務局の説明の通り１８日に現地確認をいたしました。１９頁

の写真の通りで自宅の横の農地に倉庫及び駐車場として利用されてあったよ

うです。周囲の農地にも何ら問題はないと思いますので、皆様、ご審議をよろ

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】それではご異議ないようですので、議案第５７

号は、決定いたします。続きまして議案第５８号「平成２９年度 農用地利用

集積計画の承認について（第４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、議案第５８号 「平成２９年度 農用地利用集積計画の承認につい

て」、今年度４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２３件、借手が１９人、貸手が２３人です。田が 38 筆で 34,126

㎡、畑が 16 筆で 19,495 ㎡、合計が 54 筆の 53,621 ㎡です。 

この件につきましては、担当地区の農業委員・推進委員皆様方の署名・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、２１頁から２２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、以上の説明でございますけど、皆様方の署名、押印を頂いておりま

すので、よろしいでしょうか。【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５８号も決定いたします。 

      続きまして、議案第５９号「農地中間管理事業における農用地利用集積計

画の決定について」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

事務局   議案第５９号と議案第６０号は関連がございますので、一括して説明させ

て頂きます。議案第５９号 「農地中間管理事業における農用地利用集積計画
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の決定について」、農業経営基盤強化促進法第１８条第 1 項の規定による決定

を市長より求められております。２４頁～２５頁の平成２９年１０月農業委員

会 農地中間管理事業における農用地利用集積計画について（公社借入分）の

一覧表のとおりでありまして、再度２３頁をお願いします。長崎県農地中間管

理機構として、農地中間管理事業を実施する公益財団法人 長崎県農業振興公

社が農地中間管理権を取得する計画が、賃借権設定、9 年間のもので田が 11

筆で 19,310 ㎡、畑が 2 筆で 933 ㎡、賃借権設定の合計が 13 筆で 20,243 ㎡、

使用貸借設定 5 年間もので田が 3 筆で 9,065 ㎡、畑が 2 筆で 2,203 ㎡、10 年

間のもので田が 13 筆で 40,771 ㎡、畑が 1筆で 2,168 ㎡、使用貸借設定の合計

が 19 筆で 54,207 ㎡となっております。以上の計画要請の内容は、農業経営基

盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

    ２６頁をお願いいたします。議案第６０号 「農地中間管理事業における農

用地利用配分計画（案）に関する意見について」、農地中間管理事業の推進に

関する法律第１９条の３の規定により意見を求められております。２７頁～２

８頁の平成２９年１０月農業委員会 農地中間管理事業における農用地利用

配分計画（案）についての一覧表のとおりでありまして、再度２６頁をお願い

します。計画（案）につきましては、農地中間管理事業を実施する公益財団法

人 長崎県農業振興公社の要請により、市が公社に提出するもので、計画案は、

議案第５９号で説明いたしました通りであります。 

この計画（案）につきましては、全て農地中間管理事業の推進に関する法律

第１８条第４項に掲げる各要件を満たしております。 

なお、議案第５９号の農用地利用集積計画の公告と、本配分計画案の決定は、

同時施行といたします。 

これにより、農地中間管理権を得た農地中間管理機構が農用地利用配分計画

を定め、県知事が利用配分計画を認可し、公告することにより、農地中間管理

機構が受け手に農地を貸し付けるという手続きの流れとなります。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、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５９号と

議案第６０号は決定いたします。その旨回答いたします。 

皆さん方から何かございましたら。ございませんでしょうか。それでは皆さ

ん方からの意見も無いようでございますので、本日の総会の日程を終了させて

頂き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。 


