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壱岐市農業委員会定例会（平成３０年８月） 

議 事 録 

１．開催日時    平成３０年８月２４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 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 平成３０年度農用地利用集積計画の承認について 

（第３回） 

議案第４０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 

７．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、只今より平成３０年８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】 

 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。 

１７番 土地の所在 

芦辺町箱崎諸津触字八斗蒔・・・・・ 台帳、現況地目 畑     面積 

１，１１２㎡ 

同じく ・・・・・・ 台帳、現況地目 畑 面積 １，３９２㎡ 

計 畑が２筆で２，５０４㎡ 

譲渡人、・・・・・・・・・・ 

譲受人、・・・・・・・・・・ 

経営地は、田が１８，４７３㎡、畑が２２，３５１㎡、計 ４０，８２４㎡

です。 

申請理由 

譲渡人 現に耕作している譲受人に売却する。 

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。 

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。農機具はトラクター、コンバイン、草刈り機、ジャイ

ロレーキ、軽トラックを所有してあります。田植えは委託をされてあります。

農作業暦は本人が４０年です。通作距離は５０m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お

ります。 

「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

たりません。 

「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。８月２０日に・・委員さんと譲受人、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。 
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議長   はい、・番・・委員。 

・・委員 皆さんお早うございます。担当の・・です。８月２０日の午後１時半より、譲

受人の・・さん立ち会いの下、現地確認を行いました。・・さんは、牛を現在２

８頭飼っておられます。それと認定農業者でもございます。将来的には、まだ増

やして行きたいという要望がございまして、どうしても農地が、飼料畑が欲しい

という事で、今までは農地流動化で、この農地を借りておられましたが、どうし

ても家の近くであり欲しいという事で、双方、了解の上で買うようになったそう

でございます。後日、・・さんとも会いましたので、お話をしました所、双方、

了解という事でございました。皆様方の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３６号

１７番は決定いたします。

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。 

３番 土地の所在 

郷ノ浦町有安触字油角・・・番・ 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、畑が３筆で１，８６５㎡ 

転用目的 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、追認許

可を申請します。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８月３日に完了を致しております。区分変更時

にも申し上げましたが、違反転用の為、県へ違反転用連絡票を提出しました所、

追認許可相当との通知がきておりますので、申し添えておきます。位置図、写

真、配置図は３頁から５頁です。農用地区域の区分変更時（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。申請地は台帳では畑となっておった訳でございますけども山

林化しておって転用については、許可を頂いていなかった訳でございますが、先
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般の農業委員会の中で検認頂きました。本人、・・君は多頭飼育をして約４０頭

程度の牛を飼っておりますが、牛舎が狭隘になりまして、放牧しながら妊娠牛を

ここに放してやるという事のようでございます。許可について遅くなったという

事で非常に本人も恐縮致しておる所でございますけれど一つよろしく、ご審議の

程を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３７号、

３番は、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。 

１３番 土地の所在 

郷ノ浦町片原触字吉ケ崎・・・・・・ 台帳・現況地目 田 面積 ６９３

㎡ 

同じく ・・・・・・ 台帳・現況地目 田 面積 １，０５９㎡ 

計 田が２筆で１，７５２㎡ 

転用目的 太陽光発電施設 

貸付人、・・・・・・・・・・ 

借受人、・・・・・・・・・・ 

申請理由 申請地に太陽光発電施設を設置し、電力販売を行う為、申請しま

す。というものです。権利の設定内容は使用貸借です。農振農用地区域外の農

地で、農地の分類は船舶の発着場から３００ｍ以内にある。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８頁から１０頁です。８月１６日に・・委員さんと

借受人の妹さん立会いの下、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。事務局の説明のとおり

８月１６日の午後に現地確認を致しました。 

申請地は、・・・公園へ行く途中の場所にありまして、以前は、田んぼとして

稲作を作付けされてありましたが、田んぼに引くボーリングに潮が上がって塩

害が出て作付けを途中で止められて、段々荒れてきておりました。それに加え

まして、貸付人である・・・・さんも高齢で耕作が出来ないという事で、今回、

息子さんが、その土地を借りまして、太陽光発電の施設を設置し、電力販売を
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したいとの事であります。その地域は、港に近いとかありまして、外の農地に

は、まったく問題はないと思われますので、皆さんのご審議の程をよろしくお

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３８号

１３番は、意見を付して進達いたします。 

続きまして、１４番の説明を求めます。 

事務局  はい、１４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 １，５５２

㎡ 

転用目的 農業用施設用地 

譲渡人、・・・・・・・・・・ 

譲受人、・・・・・・・・・・ 

申請理由 長崎県肉用牛パワーアップ事業を活用して、申請地を牛舎及び放

牧地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、用途区分の変更が県の同意を得て平成３

０年８月３日に完了を致しております。 

位置図、写真、配置図は１１頁から１３頁です。用途区分変更時（７月２０

日）に・・委員さんと譲受人の立会いの下、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。今回、接見はしておりませんけれども・・君が農協青年部

に入っておって削蹄に来た時に一寸、話したら、いよいよ自分の牛舎を持って

自分で経営と言いますか自分の力で出来る。それまで色々相談は受けておりま

したが、お父さんが大工職人さんで、中々、やかましくて、お前には何も出来

んというような感じで見ておられましたけれども、色々お父さんの方も私が説

得しながら折角気持ちが高まった時にさせておかなければ、後で捻くれて出て

行ったら出来んよという話をしておりましたけれど、今、やっと持てるという

事で自分なりに構想を練っているようですので、皆さんのご審議、よろしくお

願いしたいと思います。以上です。 

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３８号

１４番も、意見を付して進達いたします。 

続きまして、１５番の説明を求めます。 

事務局  はい、１５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㎡ 
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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 畑が３筆で１，５６９㎡ 

転用目的 農業用施設用地 

貸付人、・・・・・・・・・・ 

借受人、・・・・・・・・・・ 

申請理由 平成３０年度 長崎県畜産クラスター構築事業を活用して、申請

地を繁殖牛舎及び育成牛舎として利用したいので申請します。というものです。

権利の設定内容は使用貸借です。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８月３日に完了を致しております。 

位置図、写真、配置図は１４頁から１６頁です。用途区分変更時（７月２０

日）に・・委員さんと貸付人の奥さん立会いの下、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 はい、担当の・・です。前の１４番と同じように・・さんの息子さんの方が

事業を行うようですけれども今、息子さんの方は、農協の受精師として活躍を

されております。クラスター事業という事で退職しての事業になる訳ですけれ

ども安定した収入からかなり不安もあるけど、家族の方も心配しておられます

が、本人も何か早い内にやった方が自分の為にもなるのではないかというよう

な事で、色々先程の・・君と同じように農協青年部に入って削蹄等で来られた

時に相談を受けておりましたけども、実際こうやって取り掛かった事によって、

本人も俄然やる気が出てきております。地域の担い手として大変期待をしてい

る人物でもございますので、皆様のご審議よろしくお願いしたいと思います。

以上です。 

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３８号

１５番も、意見を付して進達いたします。 

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 

勝本町大久保触字栗坂・・・・・ 台帳・現況地目 田 面積 １，７０７

㎡ 

転用目的 農業用施設用地 

譲渡人、・・・・・・・・・・ 

譲受人、・・・・・・・・・・ 

申請理由 長崎県肉用牛パワーアップ事業を活用して、申請地を牛舎及び放

牧地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
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与です。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３

０年８月３日に完了を致しております。 

位置図、写真、配置図は１７頁から１９頁です。用途区分変更時（７月２０

日）に譲受人のお母さん立会いの下、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。こちらの方も先月農振の用途区分の変更申請、今回転用申

請という事で増頭して頑張って行きたいという事でございましたので、皆さん

のご審議よろしくお願いします。 

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３８号

１６番も、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  はい、１７番 土地の所在 

勝本町新城東触字高松・・・・・ 台帳・現況地目 畑 面積 ４４５㎡ 

転用目的 住宅用地 

貸付人、・・・・・・・・・・ 

借受人、・・・・・・・・・・ 

申請理由 現在、息子夫婦と孫３人と同居中ですが、孫の成長で家が手狭に

なったので、申請地に隠居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です。農用地区域除外は県の同意を得て平成３０年８月

２日に完了いたしております。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種農地として判断を致しております。 

位置図、写真、配置図は２０頁から２２頁です。農用地区域除外の折、（５月

２２日）に・・委員さんと借受人立会いの下、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 お早うございます。担当の・・です。只今の事務局の説明のとおりで申請地

は、・・さんの家庭菜園的な農地で、周辺農地とは充分距離をおいて建築される

ように計画してあります。何ら周辺農地への影響はないものと考えております

ので、皆さん方のご審議をよろしくお願いします。 

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３８号

１７番も、意見を付して進達いたします。 
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続きまして議案第３９号「平成３０年度 農用地利用集積計画の承認につい

て（第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、２３頁をお願いします。議案第３９号 「平成３０年度 農用地利用

集積計画の承認について」、今年度３回目です。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３０件、借手が２５人、貸手が３０人です。田

が６０筆で６４，４３１㎡、畑が１９筆で２３，９１０㎡、合計７９筆の８８，

３４１㎡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、この一連につきまして、ご承認を頂きたいと思

います。内容につきましは、２４頁から２６頁に掲載しております。よろしく

お願い致します。 

議長   はい、以上の説明でございますけど、これは、事務局が申しましたように皆

様方の同意を頂いておりますので、よろしいでしょうか。【はいの声あり】それ

ではご異議ないようですので、議案第３９号も決定いたします。 

続きまして、議案第４０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、２７頁をお願い致します。議案第４０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。２８頁～４０頁の平成３０

年８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２７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、２０年

間のものの田が２２２筆で２４０，４８５㎡、畑が２９筆で１８，３０５㎡、

計２５１筆で２５８，７９０㎡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。 

この案件につきましては、木田地区の農地中間管理機構関連農地整備事業で

ありまして、土地所有者から農地中間管理機構が農地を借り受けて基盤整備が

完了した後に、担い手であります。「農事組合法人 きだ」に農地中間管理機構

が農用地利用配分計画を定めて貸し付けることになります。 

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。 


