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壱岐市農業委員会定例会（令和元年９月） 

議 事 録 

１．開催日時    令和元年９月２４日（火） 午前１０時 

２．開催場所    石田農村環境改善センター ２階 会議室 

３．出席委員    ・・・・ 農業委員会長 外   農業委員 １５名 

４．欠席委員    ・・番 ・・委員  ・・番 ・・委員  ・・番 ・・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４５号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第４６号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第４７号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第４８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４９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５０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５１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 １０：００ ） 

事務局   皆さん改めましてお早うございます。定刻になりましたので、只今より令

和元年９月の農業委員会の総会を開会致します。 

      本日は、・・番・・委員さん、・・番・・委員さん、・・番・・委員さん、・・

番・・委員さんより欠席の届け出がでております。 

本日の出席委員は１９名中１５名で過半数を超えておりますので、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、これより早速、議事に入らせて頂きます。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１
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８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】 

 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４５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４５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、全て個人ですので、

農地所有適格化法人要件の適用はありません。 

また、農地を譲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、贈与ですので、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つの内容を審議して頂くことになります。 

３０番 土地の所在 

郷ノ浦町坪触 字雲林 ・・・・・ 地目 畑 面積 １９４㎡ 

譲渡人、・・・・・・・・・・ 

譲受人、・・・・・・・・・・ 

経営地は、田が１４，０７９㎡、畑が２０，５３８㎡、計の３４，６１７㎡

です。 

申請理由 

譲渡人 譲受人の要望により譲渡する。 

譲受人 譲り受けて農業規模を拡大する。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・飼料の作付け

です。農機具はトラクター、田植え機、コンバイン、軽トラを所有されてあり

ます。農作業暦は本人、妻共に５年です。通作距離は、５００ｍ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
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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。 

「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、譲受人が飼料を作付ける予定でありますので、

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。 

９月１８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  はい、議長。 

議長    ・・番・・委員。 

・・委員  皆さんお早うございます。担当の・・です。ご存知のように・・さんは、建

設会社を経営されておりましたが、近年息子さんの方に経営の建築の方を譲渡

されまして、放牧を主体とした畜産の方に力を入れております。増頭が中々進

んで、飼料が間に合わなくなり、この前からも土地の譲渡等ここで審議頂いて

おりますけども、またその案件で今回このような件が出ております。飼料確保

の為の売買ですので問題ないかと思いますので、よろしくご審議をお願いしま

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４

５号３０番は決定いたします。

続きまして、３１番の説明を求めます。 

事務局   はい、３１番 土地の所在 

芦辺町箱崎大左右触字梅ノ木 ・・・・・・ 地目 田 面積 １８４㎡ 

同じく           ・・・・・・ 地目 田 面積 ２５２㎡ 

計 田が２筆で４３６㎡ 

譲渡人、・・・・・・・・・・ 

譲受人、・・・・・・・・・・ 

経営地は、田が１７，２９０㎡、畑が６，８７５㎡、計の２４，１６５㎡で

す。 

申請理由 

譲渡人 現在、耕作している譲受人に贈与する。 

譲受人 譲り受けて引き続き耕作に従事する。ということです。 

権利の設定内容は、贈与です。 

「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、田植え機、コンバイン、軽トラを所有してありま

す。農作業暦は本人が５５年、妻４５年、子１０年です。この２筆は・・さん
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宅の横の農地です。 

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。 

「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、今まで通り飼料を作付ける計画でありますの

で、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。 

９月１８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。今、内容は先程事務局が申し上げましたように・・

さんは、皆さんご承知のように大左右ファームの今理事長でございまして、・・

と・・はまわられたのですけど、この２人で大左右ファームはフル回転してお

ります。まず、それだけ攻めの気持ちで頑張っておられます。自分の家の近く

でございますけど、先程・・さんももう旦那が５８歳で亡くなられましたので、

ここの土地も・・さんが耕作をしておられます。それだけ意欲満々でやってお

られますので、皆さんご審議の程どうかよろしくお願い申し上げます。

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４

５号３１番は決定いたします。

続きまして議案第４６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４６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。 

４番 土地の所在 

芦辺町箱崎諸津触 字八斗蒔 ・・・・・・ 地目 畑 面積 ２０８㎡ 転

用目的 農業用施設用地 

申請人、・・・・・・・・・・ 

申請理由 既存の牛舎が狭くなった為、申請地に新たに牛舎を建築し利用し

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の

変更が県の同意を得て、令和元年７月３０日に完了をいたしております。位置

図、写真、配置図は３頁から５頁です。用途区分変更の折（７月１８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。 
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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。担当の・・です。今、事務局から説明があった

とおり７月の折に現地確認はしておりますので、今回は電話による確認を行い

ました。現在、既存の牛舎に繁殖牛、育成牛合わせまして２６頭程飼われてお

ります。・・さんは認定農業者でもありますし、今回狭くなったと申しますか

牛舎は狭くならんのですが、牛が多くなったので２０頭規模の牛舎を建てたい

という事で子牛用と育成用の牛舎になります。子牛用は離乳から市場の販売ま

でと育成用につきましては、離乳から最初の授精位までを、そこで飼いたいと

いう概ね２０頭位の牛舎だそうでございます。頑張っておられますので、皆様

よろしくご審議の程お願いします。

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４６

号、４番は、意見を付して進達いたします。 

続きまして議案第４７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頁をお願いします。議案第４７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。 

１４番 土地の所在 

勝本町東触 字境畑 ・・・・・・の一部 地目 田 面積 １，４４９㎡

のうち３５．２㎡ 

転用目的 風況観測塔（一時転用）であります。 

貸付人、・・・・・・・・・・ 

借受人、・・・・・・・・・・ 

申請理由 海上風力発電所を計画するにあたり、発電量を見積もるため風況

（風速・風向）の調査が必要となるため、申請地に風況観測塔を設置したいの

で申請します。というものです。権利の設定内容は賃貸借です。 

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おそ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７頁から９頁です。９月１８日に・・委員さんと借

受人の従業員立ち会いの下、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。 
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・・委員  お早うございます。担当の・・です。今、説明があった通り先日９月の１

８日に現地調査を行っております。場所は前勝本町の焼却場に隣接する圃場で

ございます。壱岐の中でも一番北にあたるここで調査をしたいと申請が上がっ

ております。計画自体は、郷ノ浦沖あいの洋上に１００基程度風力発電を設置

したいというような計画でございます。それにあたって一応風況調査を３年間

実施したいという事で一時転用という形になっております。９頁をご覧になっ

てもらうとわかると思います中央に１００ｍの鉄塔を建てて３方向にワイヤ

ーで固定するというような形になっておりますので、８頁にありますように部

分転用という形です。赤で囲まれた部分だけの転用になります。現在、飼料作

物を別の方が作っておられますけども、この部分だけ外して飼料作物は作る事

は可能という事で部分転用としております。一応１０年計画で郷ノ浦町の漁協

にもまだ話していないとの事でありますが、一応そのデータを収集するという

事で、今回３年間の限定で一時転用となって、その後は圃場に戻すという形に

なっております。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４７

号１４番は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 

芦辺町国分川迎触 字原 ・・・・・ 地目 畑 面積 ５００㎡ 

転用目的 一般個人住宅 

貸付人、・・・・・・・・・・ 

借受人、・・・・・・・・・・ 

申請理由 現在、妻の実家で義父母と同居している為、申請地を義父より借

り受け、居宅を建築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。農用地区域除外は県の同意を得て令和元年７月５日に完了を

致しております。 

農地の分類は、昭和４６年に土地改良法による換地処分が行われた第１種農

地でありますが、例外許可要件の集落接続の住宅に該当するとの判断をいたし

ております。 

位置図、写真、配置図は１０頁から１２頁です。農用地区域除外の折（４月

２２日）に・・委員さんと貸付人の立会いの下、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。この件は前に一回諮った件でございまして、別に変更ござ

いません。よろしくお願いします。
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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４７

号１４番は意見を付して進達いたします。

続きまして、議案第４８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、１３頁をお願い致します。

議案第４８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、

勝本町東触 字水畑 ・・・・・ 地目 畑 面積 ３１７㎡

除外目的、宅地

申請人、・・・・・・・・・・

申請理由、申請地に、居宅を建築したいので、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１４頁から１６頁です。９

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  度々ですけど、この件につきまして、１６頁をご覧下さい。現在、上の空白

の所ここに住宅が建っておりまして、背後が急傾斜という風になっておりまし

て、家も古くなったので、立て替えたいという事で、申請が出ております。こ

れは１０年程前から話が出ておりまして、その（家の）前を市道が通っており

ます。その部分の付け替え、交換という形で、その前に自費で道路を作って市

と協議をしておりましたけども、この度、交換がやっと出来るというような話

で今回の申請になっております。宅地自体をこの前面に持って来て、間に水路

が通っておりますので、その前に家を出したいという事でその畑部分に転用と

いう形になっております。市の方とも一応交換という事でやっと協議がまとま

りましたので、今回の申請という風になっております。１０年来の案件ではあ

りますけれどそういう風になっております。以上です。

議長    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４８号６

番は意見を付して回答いたします。 

続きまして、議案第４９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が、７番と８番は、・・委員の関

係の案件でございますので、会議規則第１５条に従いまして、退席をお願い致
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します。 

-------------------------------（・・委員退席）--------------------------------- 

事務局の説明を求めます。 

事務局   はい、１７頁をお願いします。

議案第４９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。７

番と８番は申請人が同一でありますので、続けて説明させて頂きます。

７番 土地の所在、

郷ノ浦町志原南触 字鬼ノ管巣 ・・・・ 地目 畑 面積 １，１５４㎡

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１８頁から２１頁です。

続きまして、８番 土地の所在

郷ノ浦町志原南触 字須五六 ・・・・ 地目 田 面積 １，２４７㎡

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２２頁から２５頁です。

９月１８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  はい、只今、事務局から説明がありました通りに現地立ち会いを行いまし

た。７番の件に関しましては、現況写真の１９頁２０頁を視て頂けばわかると

思いますけれども既に新しい牛舎として申請をここで許可願いとか全部出さ

れてその敷地内といいますか枠内にありまして、別に周りの環境に対しても問

題はないかと思います。 

次の８番に関しましては、今までサイド牛舎の入り口の所で、ラッピング作

業並びにその置き場として使用されておりましたが、育成あるいは手狭になっ

たという事で牛舎を建設する事にしたそうです。・・は、県下でも初めてハソ

ップ等自然環境に取り組んだ牛の飼い方とかを積極的にされております。近く

に民家はありますけれども、そういう取り組みを勘案して大丈夫だと思います

ので、皆さんのご審議をよろしくお願い致します。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
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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４９

号の７番と８番は意見を付して回答いたします。 

-------------------------------（・・委員入席）--------------------------------- 

続きまして、９番の説明を求めます。 

事務局   はい、９番 土地の所在、

石田町筒城東触 字片部 ・・・・・ 台帳地目 畑 現況地目 田 面積 

１，３５２㎡

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２６頁から２８頁です。

本来ならば・・の案件でありますが、９月１８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  今、事務局から説明がありました様に会長の担当地域ではありますが、代

理で現地を確認して参りました。立ち会いはお父さんの方が立ち会われた訳で

すけど、子供さんが自分の牛を持ちたいという事で計画をされております。周

辺農地への影響は無いかと思いますので、皆さん方によろしくという事でした

ので、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が、一寸、私か

らお聞きしたいのですが、これは、１，０００㎡超えているものですから県の

方で審査する訳ですが、問題はいつも畜産事業で指摘されるのが畜産公害の問

題ですが、堆肥なんかはどのようにされるのですか？  

・・委員  議長。 

議長    はい、・・番・・委員。 

・・委員  写真視てわかられると思いますけど、南側の方は山になっておりまして、

堆肥舎は手前の方に作るそうです。配置図で言ったら東側に作るそうです。 

議長    周りには民家等ないですかね。 

・・委員  はい、周りに家は無いです。この下側が山になって、これは・・さんの土   

地であります。 

議長    はい、わかりました。今、色々牛舎が建つ訳ですが大きい牛舎は、県で審

議をする訳です。特に酪農なんかは、ガスの発生が多いようですから、それだ

け承っておきます。はい、わかりました。外にみなさんご意見ないようですの

で、議案第４９号の９番は意見を付して回答いたします。 
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続きまして、議案第５０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」と議案第５１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」は関連がございますので、一括上程い

たしたいと思います。事務局の説明を求めます。 

事務局   はい、議案第５０号と議案第５１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。２９頁をお願い致します。 

議案第５０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。 

３０頁～４５頁の令和元年９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２９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、賃借権設定の１０年間の田が１７８筆で１５１，０５８㎡、使用貸

借権設定の１０年間の田が１１４筆で１１３，４８３㎡、畑が２２筆で２２，

８７６㎡、使用貸借権設定の合計が１３６筆で１３６，３５９㎡です。 

 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、４６頁をお願い致します。議案第５１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。

４７頁～６２頁の令和元年９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４６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５０号で説明致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５０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。 

これによりまして、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    はい、以上の説明でございますが、皆様方の意見を求めるという事であり

ます。何か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５０号と議案第５１号は原案のとおり決定いたします。

その旨回答いたします。 
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議長     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。 


