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壱岐市農業委員会定例会（平成３０年７月） 

議 事 録 

１．開催日時    平成３０年７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    無 

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２９号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第３０号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第３１号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第３２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３３号 壱岐農業振興地域整備計画変更（軽微な変更）に 

対する意見について 

議案第３４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３５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   皆さんお早うございます。暑い日が続いております。体調管理には十分注

意されますようお願い致します。それでは、只今より平成３０年７月の農業委

員会の総会を開会致します。 

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

立をいたしております。 

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

いします。 

議長    【会長挨拶】 

それでは、座らせて頂いて、早速それでは議事に入ります。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頂

いてよろしいでしょうか。【はいの声あり】 
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 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

致したいと思います。よろしくお願い致します。 

なお、本日の会議書記には事務局の・・主事を指名致します。 

       それでは、日程第２の議案第２９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２９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。 

所有権移転の案件が２件あがっております。受け手は、個人及び農地所有適

格化法人でありますので、「農地所有適格化法人以外の法人」ではありません

ので、適用はありません。また、農地を売り渡すことを目的とするもので、信

託の引受け、信託事業による取得ではありませんので、「信託要件」の適用も

ありません。それから、２件共売買ですので、又貸し、「転貸禁止要件」にも

当たりません。 

従いまして、「全部効率利用要件」、取得しようとする者が、農地全てを効率

的に耕作すると認められること、この判断は、農機具が揃っているか、労働力

が確保されているか、技術、農作業暦などで行ないます。それから、「農作業

常時従事要件」、取得側が年間１５０日以上従事していること。「下限面積要件」、

取得後の面積が５０アール以上かどうか。「地域との調和要件」、農地の取得に

よって地域の農業形態に支障が出ないかと、いうような４つのことを審議して

頂くことになります。 

１５番 土地の所在 

郷ノ浦町有安触字森旅・・・・・ 地目 田 面積 ５５０㎡ 

譲渡人、・・・・・・・・・・ 

譲受人、・・・・・・・・・・ 

経営地は、田が１０，１３９㎡、畑が５，７８０㎡、計の１５，９１９㎡で

す。 

申請理由 

譲渡人 譲受人の要望により売却する。 

譲受人 買い受けて、耕作する。ということです。 

権利の設定内容は、売買です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況は、主に水稲・麦・大豆の作

付けです。農機具は耕運機、トラクター、田植機、コンバイン、ハーベスター、

軽トラを所有してあります。農作業暦は本人が３３年、子供夫婦共に５年です。

通作距離は８００m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。 

「農作業常時従事要件」、年間通しての従事が見込まれます。 
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「下限面積要件」、も問題ありません。 

「地域との調和要件」ですが、今まで通り水稲を作付ける予定であり、周

辺農地への影響はないと判断されます。 

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。 

７月２０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   はい、担当の・・です。今、事務局から説明があった通りでございまして、・・・・

君が耕作する訳でございますけれども、ここのお宅は親子３代揃っておりまし

て、何ら耕作する事に影響はないというふうに思っております。宜しくご審議

の程、お願いしたいと思っております。

議長    はい、以上の補足説明でございますけど、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２

９号１５番は決定いたします。

続きまして、１６番の説明を求めます。 

事務局   はい、１６番 土地の所在 

石田町石田西触字高原・・・・・ 地目 田 面積 ４，３１４㎡ 

譲渡人、・・・・・・・・・・ 

譲受人、・・・・・・・・・・ 

経営地は、田が７７，５１０㎡です。 

申請理由 

譲渡人 現在、耕作している農事組合法人に売却する。 

譲受人 譲渡人の要望により、買い受けて引き続き耕作を行う。というこ

とです。 

権利の設定内容は、売買です。 

「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。農機具はトラクター、田植機、コンバイン、ロータリー、ハローを所有

してあります。構成員は１４名で常時従事者は５名です。 

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。 

「農作業常時従事要件」、農地所有適格化法人であるため、適用はありませ

ん。 

「下限面積要件」も問題ありません。 

「地域との調和要件」ですが、申請地は現在、水稲を作付けてあります。

その後、飼料を作付ける予定であり、周辺農地への影響はないと判断されます。 
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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。 

７月２３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  担当の・・です。只今、事務局の方から説明がありました通りです。この・・

さんもメンバーうちでありまして、一寸事情がありまして、組合で買い受けて、

同じメンバーとして、これからも耕作にあたって貰うようにしておりますので、

皆さん方のご審議を宜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２９

号１６番は決定いたします。

続きまして、議案第３０号 「農地法第４条の規定による許可申請について」

を議題とします。事務局の説明を求めます。 

事務局   はい、議案第３０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。 

２番 土地の所在 

芦辺町中野郷本村触字中原・・・・ 台帳・現況地目 畑 面積 １５０㎡ 

同じく         ・・・・ 台帳、現況地目 田 面積 ２６９㎡ 

同じく         ・・・・ 台帳、現況地目 田 面積 ５８９㎡ 

田が２筆で８５８㎡、畑が１筆で１５０㎡、計３筆で１，００８㎡ 

転用目的 農業用施設用地 

申請人、・・・・・・・・・・ 

申請理由 申請地に牛舎を建築したいので、申請します。というものです。

農振農用地区域内の農地で、用途区分の変更が県の同意を得て平成３０年３月

１日に完了を致しております。位置図、写真、配置図は３頁から５頁です。赤

道の関係で再度、７月２０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  担当の・・です。今、事務局が説明した通りでございます。２月に農地区分

の変更の審査を皆さんにして頂きました。牛舎を作って増頭するという事で本

人、そして奥さんが頑張りたいという事でございますので、ひとつ皆様方のご
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審議をお願い致します。

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３０

号、２番は、意見を付して進達いたします。 

続きまして、議案第３１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。事務局より議案の説明を求めます。 

事務局   はい、６頁をお願い致します。議案第３１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。 

１１番 土地の所在 

郷ノ浦町東触字中尾・・・・ 台帳・現況地目 畑 面積 ２，１１１㎡ 

転用目的 店舗用地及び駐車場 

譲渡人、・・・・・・・・・・ 

譲受人、・・・・・・・・・・ 

申請理由 申請地に店舗を建築し、残りを駐車場として利用したいので、申

請します。というものです。権利の設定内容は売買です。農振農用地区域外の

農地で、農地の分類は、申請農地から３００ｍ以内に市役所が存在する。第３

種農地として判断を致しております。 

位置図、写真、配置図は７頁から９頁です。７月２３日に・・委員さんと譲

受人立会いの下、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  皆さんお早うございます。・・・地区担当の・・です。事務局の説明の通り

でございます。７月２３日に譲受人の方と事務局と現地確認を致しました。申

請地は、郷ノ浦庁舎の近くでもあり、文化ホールから大谷に抜けるバイバスの

人通り、車通りが多い所でありまして、公道に面しておりまして、交通の便も

よく官公署も比較的多く、店舗を構えるに集客を見込めるという事で、中華料

理店を建築し残りを駐車場として利用したいという事であります。周辺は、道

路、山林、竹林に囲まれておりまして、周囲の農地へはまったく問題ないかと

思います。皆さん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３１

号１１番は、意見を付して進達いたします。 

続きまして、１２番の説明を求めます。 

事務局   はい、１２番 土地の所在 

芦辺町箱崎諸津触字垣ノ小坂・・・・・の一部 台帳・現況地目 畑 面積 
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９５１㎡のうち２８㎡ 

芦辺町箱崎諸津触字的野・・・・・の一部 台帳・現況地目 畑 面積 ３

１９０㎡のうち６０㎡ 

貸付人、・・・・・・・・・・ 

土地の所在 芦辺町箱崎諸津触字垣ノ小坂・・・・・・の一部 台帳・現況

地目 畑 面積 ５７１㎡のうち７４㎡ 

貸付人、・・・・・・・・・・ 

土地の所在 芦辺町箱崎諸津触字雨渕・・・・・の一部 台帳・現況地目 田 

面積 ４，５４９㎡のうち８６㎡ 

貸付人、・・・・・・・・・・ 

土地の所在 芦辺町箱崎諸津触字的野・・・・・・の一部 台帳・現況地目 

畑 面積 １５８㎡のうち３４㎡ 

貸付人、・・・・・・・・・・ 

田が１筆で８６㎡ 畑が４筆で１９６㎡ 計 ５筆で２８２㎡ 

転用目的 風車運搬用道路 

借受人、・・・・・・・・・・ 

申請理由 風力発電の建設に伴い風車を運搬する為、大型車両が通行出来る

ように道路用地として一時的に利用したい。というものです。権利の設定内容

は使用貸借権です。農振農用地区域内の農地で、壱岐市よりこの申請が農業振

興地域整備計画の達成に支障を及ぼす恐れがない旨の意見書を頂いておりま

す。 

位置図、写真、配置図は１０頁から１４頁です。７月２０日に・・委員さん

と関係者の方の立会いの下、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。先程、事務局が言われましたように去る７月２０日の午

後３時２０分に・・・・・・・・・・の役員であられます・・・さんと工事関

係者、２名の立ち会いの下、説明を受けました。現在、２機運転をしておりま

すが、その電力が１，５００キロワットの出力だそうでございます。今回は、

２機、撤去をされまして、１機で２，０００キロワット、大変大型の機械でご

ざいますので、運搬車両が既存の道路では通過できませんので、山に道路の新

設と今回、５件の農地の一部を通るように拡張工事でございます。工事が１２

月にありますので、その前の９月より拡張工事が開始されまして、１２月頃撤

去されまして、２月から運転再開という事で計画されているようでございます。

工事が終わりますとまた、元の農地に還るという事でございますので、皆様方

のご審議を宜しくお願いします。以上です。 
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議長    はい、只今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３１

号１２番は、意見を付して進達いたします。 

続きまして、「議案第３２号 壱岐農業振興整備計画変更（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、１５頁をお願いします。

議案第３２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、

郷ノ浦町長峰東触 字真部路・・・・の一部 台帳・現況地目 畑 面積 ２，

３７５㎡のうち４７３㎡

目的、住宅用地

申請人、・・・・・・・・・・

申請理由、現在、両親と同居しており、家が手狭なため、申請地に住居を建

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１６頁から１９頁です。７月２０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  この件については、今、事務局から説明があった通りでございます。よろ

しくお願いしたいと思います。 

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３２

号の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   はい、７番 土地の所在、

勝本町新城東触 字見多賀江・・・・・ 台帳・現況地目 畑 面積 ４９

９㎡

目的、住宅用地及び進入路

申請人、・・・・・・・・・・

申請理由、現在の家が老朽化しており裏山の崩土等の心配もあるため、次男

住居の隣接地に住居を建築したいので、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２０頁から２３頁です。７月２０日に・・委員さん
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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、説明がありました通り７月２０日に現地確認を行いました。・・さん

は、家の建て替えを計画しておりましたが、今の家の裏山が崩壊の恐れがある

という事で、平成２２年に子供さんが家を建てられた横の申請地に建て替えた

いとの希望がありました。土留め工事を行うという事でありまして、周辺農地

への影響はないかと思います。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３２

号の７番は意見を付して回答いたします。 

続きまして、８番の説明を求めます。 

事務局   はい、８番 土地の所在、

石田町石田西触 字黒木・・・・・ 台帳・現況地目 田 面積１，０９１

㎡

同じく ・・・・・・ 台帳地目 畑 現況地目 田 面積 ３８５㎡

計 ２筆で１，４７６㎡

目的、農業用機械倉庫

申請人、・・・・・・・・・・

申請理由、所有する農業用倉庫が狭隘な為、新たに農業用倉庫を建築したい

ので、申請地の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２４頁から２６頁です。７月２３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、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、事務局の方から説明がありました通りです。周辺農地もこの・・さ

んの土地でありますので、何ら影響はないかと思います。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３２

号の８番は意見を付して回答いたします。 

続きまして、議案第３３号 「壱岐農業振興地域整備計画変更（軽微な変更）

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、２７頁をお願いします。
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議案第３３号 「壱岐農業振興地域整備計画変更（軽微な変更）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条同法施行令第１０条の

規定により、次の農業振興地域内農用地区域の用途区分変更申請について、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。

２番 土地の所在、

郷ノ浦町有安触 字油角・・・・・ 台帳地目 畑 現況地目 農業用施設 

面積 ７０５㎡

同じく・・・・・ 台帳地目 畑 現況地目 農業用施設 面積 ４４７㎡

同じく・・・・・ 台帳地目 畑 現況地目 農業用施設 面積 ７１３㎡

計 ３筆で１，８６５㎡

変更の内容、農業用施設用地

申請人、・・・・・・・・・・

申請理由、転用許可を得ずに当該土地に牛の運動場を建設したため、農用地

区域の区分変更を申請します。というものです。違反転用の為に県へ報告を致

しました所、追認許可相当としての通知が参っておりますので、申し添えてお

きます。

位置図、写真、配置図は２９頁から３２頁です。７月２０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  ２０日の日に本人と現地確認をした訳でございまして、彼は、多頭飼育を

致しておりまして、今、申請地の上に牛舎がありまして、運動場に使用すると

いう事でございますので、何ら影響は無いというふうに考えております。ご審

議の程を宜しくお願い致したいと思います。 

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３３

号の２番は意見を付して回答いたします。 

続きまして、３番の説明を求めます。 

事務局   はい、３番 土地の所在、

郷ノ浦町若松触 字平田・・・・・ 台帳・現況地目 畑 面積 １，５５

２㎡

変更の内容、農業用施設用地

申請人、・・・・・・・・・・

申請理由、申請地に牛舎及び堆肥舎を建築したいので、用途区分の変更を申

請します。というものです。

位置図、写真、配置図は３３頁から３６頁です。７月２０日に・・委員さん
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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  はい、地区担当の・・です。事務局の説明のとおり７月２０日に現地を確

認致しました。・・さんは、・・の農業大学を出た後に CＢS の方に勤めながら

お父さんと一緒に牛飼いをなさっております。会う度々に自分で「やりたいや

りたい」と言っておりましたが、お父さんが、まだ若いのでやりきれないとい

う事で反対をされておった訳ですけども何とかお父さんも説得する事ができ

まして、やっと自分でやろうという気になって地域でも数少ない、本当に貴重

な後継者ですので、是非共、皆さんのご審議で進めてまいりたいと思います。

よろしくお願いします。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３３

号の３番は意見を付して回答いたします。 

続きまして、４番の説明を求めます。 

事務局   はい、４番 土地の所在、

郷ノ浦町若松触 字双六・・・・・・ 台帳・現況地目 畑 面積 ２００

㎡

同じく ・・・・・・ 台帳・現況地目 畑 面積 ９９２㎡

同じく ・・・・・・ 台帳・現況地目 畑 面積 ３７７㎡

計 ３筆で１，５６９㎡

変更の内容、農業用施設用地

申請人、・・・・・・・・・・

申請理由、申請地に牛舎及び堆肥舎を建築したいので、用途区分の変更を申

請します。というものです。

位置図、写真、配置図は３７頁から４０頁です。７月２０日に・・委員さん

と申請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。 

議長    はい、・番・・委員。 

・・委員  はい、事務局の説明のとおりに７月２０日に現地を確認致しました。・・さ

んも、先程の・・さんの仲間でして、年齢も近くて・・さんの方は、今、農協

の方で受精士として活躍され、また、休み、販売前には青年部の活動の中で削

蹄なんかにも積極的に参加しておられます。この度、国の事業を活用しまして、

現在はお父さんと一緒に１５、６頭飼っておられる訳ですが、自分で３０頭以
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上の牛飼いをやってみたいという事で大変燃えておられます。昨年私の所に新

規、就農で全然農業経験が無い、土地も無い人がやったのを、それに刺激を受

けまして、その人も年は５、６歳違う訳ですけれども、その意識が芽生えまし

て、仲間で大変燃えておる子でございます。皆さん方のご審議で、何卒よろし

くお願いしたいと思います。よろしくお願いします。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３３

号の４番は意見を付して回答いたします。 

続きまして、５番の説明を求めます。 

事務局   はい、２８頁をお願いします。５番 土地の所在、

勝本町大久保触 字栗坂・・・・・ 台帳・現況地目 田 面積 １，７０

７㎡

変更の内容、農業用施設用地

申請人、・・・・・・・・・・

申請理由、申請地に牛舎及び堆肥舎を建築したいので、用途区分の変更を申

請します。というものです。

位置図、写真、配置図は４１頁から４３頁です。７月２０日に申請人のお母

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。 

議長    はい、・番・・委員。 

・・委員  はい、担当の・・です。２０日の時は、一寸、所用がございまして、私の

方は、一緒に立ち会いが出来なかった訳ですが、後日、一応、確認に行きまし

て、牛舎を建てたいという事で繁殖農家でございまして、規模拡大で増頭した

いという事で頑張っておられますので、何ら問題は無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３３

号の５番は意見を付して回答いたします。 

続きまして、６番の説明を求めます。 

事務局   はい、６番 土地の所在、

芦辺町箱崎諸津触 字小水ノ元・・・・・の一部 台帳・現況地目 畑 面

積 １，６０６㎡のうち６９３㎡

変更の内容、農業用施設用地

申請人、・・・・・・・・・・

申請理由、申請地に農業用機械格納庫を建築したいので、用途区分の変更を

申請します。というものです。
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位置図、写真、配置図は４４頁から４６頁です。７月２０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  担当の・・でございます。先程、事務局から申されましたように７月２０

日に現地確認を致しました。・・・・さんは、畜産農家でありまして、トラク

ターの数が色々、耕耘やヨセモンとか肥料ふりとかそれぞれにトラクターを買

わなければ出来ないという事で、現在トラクターが５台、軽四輪が３台、ユニ

ック２トンが１台、それにジョブサンを１台、所有されておりますので、機械

倉庫がどうしても必要、それとイタリアンとか牧草の倉庫も欲しいという事で、

今回、ビワハウスの骨組みを利用しての倉庫だそうでございます。皆様方のご

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３３

号の６番は意見を付して回答いたします。 

続きまして、議案第３４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   はい、議案第３４号と議案第３５号は関連がございますから、一括して説

明させて頂きます。４７頁をお願い致します。議案第３４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」、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。４８頁～４

９頁の平成３０年７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４７頁を

お願い致します。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、１０年間のもので田が９筆で９，７３７㎡、 

使用貸借権設定、１０年間のものの田が１６筆で１６，２１１㎡、畑が２筆

で２５９㎡、計１８筆で１６，４７０㎡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。 

続きまして、５０頁をお願い致します。議案第３５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の規定による意見を求められております。

５１頁～５２頁の平成３０年７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５０頁

をお願い致します。計画（案）につきましては、農地中間管理事業を実施する
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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３４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３４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、

同時施行と致します。 

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になります。以上で事務

局からの説明を終わります。 

議長    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３４号と議案第３

５号は決定いたします。 

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

ん方からのご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。 


