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                平戸市農業委員会第６回総会議事録 

 

１． 開催日時 平成２７年９月２５日（金） 午前９時３０分から午前１０時０４分 

２．開催場所 平戸市役所３階大会議室 

３．出席委員（２８人） 

   会長         33番 丸田  保     

   会長職務代理者   2番 須藤 豊博 

   委員 

 5番 松尾 正幸    6番 山村  茂巳    7番 筒井 幸吉   8番 本山 勝茂    

9番 古里  時夫   10番 岡村 勝彦   11番 松山  矢市  13番 末永  武好   

15番 塚本 順男  16番 瀧山    博  17番 濵﨑 保久 18番 末吉  清彦 

19番 林    憲治   20番 藤沢 和正   21番 阿部    榮  22番 石田  勝巳   

23番 濵本  寿光   24番 川村  政幸   25番 横尾  秀雄  26番 大浦 正巳   

27番 松本  一郎  28番 福田 延之   29番 藤永  和之  30番 西川  靖子   

31番 山本  順子  32番 宮田  克幸 

 

４．欠席委員（ ５人） 

    1番 吉福  弘実  3番 橋村弥壽夫 4番 七種  一郎 12番 川尻  修治  

14番 山下  忠平 

  

     

５・議事日程 

  第１ 開会宣言 

  第２ 会長挨拶 

  第３ 議事録署名委員の指名及び書記の指名 

  第４ 会務報告 

  第５ 議  事 

議案第 ２３号 農地法第３条の規定による許可申請について 

     議案第 ２４号 農地法第５条の規定による農地転用許可申請について 

議案第 ２５号 非農地証明願について 

     議案第 ２６号 第６回農用地利用集積計画（案）について 

  第６ 閉  会 

６．事務局 

事務局長 川口 敬   参事兼班長 福海 富美子  係長 前川 優博  主査 浦上 裕希 
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主査 近藤 裕司 

７．傍聴人の数  なし 

８．公開・非公開の別  公開 

９．会議の概要 

○事務局長  

ただ今から平成２７年度第６回総会を開会いたします。 

はじめに会長からご挨拶をお願いいたします。 

 

○会 長  

本日は平成２７年度第６回総会のご案内をしたところ、皆様方には、農作業でご多忙の 

中、出席いただき誠に有難うございます。 

天候がなかなか定まらずに困った天気でございます。ところによっては集中的な豪雨の 

中、そのような自然現象の中で農作業が行われています。私もWCSを収穫していますが、機 

械操作が土壌軟弱のため大変苦労しています。自然には勝てないなという気持ちで農作業を 

行っているところです。皆様方も大変苦労されているだろうなという気持ちでいっぱいです。 

いよいよ１０月を迎えるわけですが、いろいろな催しのご案内をいただいています。１０ 

 月１日は皆様方にも市からご案内があっているはずですが、平戸市市制施行１０周年記念式 

 典が文化センターで行われます。市町村合併10周年、あっという間で早いなという感じが 

いたします。農業委員会も合併して10年になるのだなという実感がございます。皆様方も 

お忙しいことと存じますが、ご出席ただければと考えている次第でございます。 

１０月８日は県北和牛共進会のご案内をいただいております。代表の牛を出品される方は 

ご多忙のことと存じますが、手入れをして立派に仕上げて出品していただきたいと念願いた 

しております。 

本日も貴重な案件をご提案いたします。最後まで、慎重審議いただきまして、スムーズな 

会議の進行にご協力いただきますようお願いしまして、開会の挨拶といたします。 

 

○事務局長   

本日、1番委員、３番委員、４番委員、１２番委員、１４番委員より欠席の旨、連絡があ 

りましたので、ご報告いたします。 

よって、出席委員は委員定数３３名中、２８名で定足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、平戸市農業委員会総会会議規則により、議長は会長が務めることとなっており 

ますので、以降の議事進行は会長にお願いいたします。 
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○議 長  

 それでは、これより議事に入ります。まず日程第３の議事録署名委員および会議書記の 

指名を行います。平戸市農業委員会総会会議規則第２４条第２項に規定する議事録署名委 

員ですが、議長から指名させていただくことにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議 長 

   それでは、議事録署名委員及び書記の指名をいたします。議事録署名委員に、１３番 

 委員、１６番委員にお願いします。書記には事務局職員の参事を指名いたします。 

以上で日程第３を終わります。 

                 

○議 長 

   これより９月期の会務報告と、１０月期の行事予定を事務局長が行います。 

         

○事務局長 

   それでは平成２７年９月の会務報告と、１０月の行事予定をご報告させていただきます。 

議案書の１ページをお開き下さい。（９月会務報告、１０月行事予定を報告） 

 

○議 長  

  会務報告が終りましたので、ここで、次回、平成２７年度１０月期の総会日程をあらか 

じめ決めたいと思います。次回総会を１０月２７日火曜日午前９時３０分からとし、場所 

は平戸市役所会議室において行いたいと思いますが、よろしいですか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議 長  

 異議がないようですので、次回総会を１０月２７日火曜日午前９時３０分からとし、場 

所は平戸市役所会議室において行うことといたします。 

 

《 議案第２３号 農地法第３条の規定による許可申請について 》 

○議 長 

   議案第２３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。 

事務局の提案説明を求めます。 
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○事務局 

 資料２ページをお願いします。議案第２３号「農地法第３条の規定による許可申請に 

ついて」をご説明いたします。 

（議案第２３号1～２番を朗読 ：２件） 

 

○議 長 

 ただ今、事務局より議案第２３号「農地法第３条の規定による許可申請について」の 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。発言のある方は挙手を願います。 

    

（質疑なし） 

 

○議 長 

   質疑がないようですので質疑を終結いたします。議案第２３号「農地法第３条の規定に 

よる許可申請について」は、原案のとおり、決定することにご異議ありませんか。 

 

(｢異議なし｣の声あり) 

 

○議 長 

   意義がないようですので、議案第２３号「農地法第３条の規定による許可申請について」 

は、原案のとおり、決定いたしました。 

 

《 議案第２４号 農地法第５条の規定による農地転用許可申請について 》 

○議 長 

   議案第２４号「農地法第５条の規定による農地転用許可申請について」を議題といたし

ます。 

事務局の提案説明を求めます。 

 

○事務局 

 資料３ページをお願いします。議案第２４号「農地法第５条の規定による農地転用許可 

申請について」をご説明いたします。 

（議案第２４号1番を朗読 パワーポイントを併用して説明：１件） 

○議 長 

   ただ今、事務局より議案第２４号「農地法第５条の規定による農地転用許可申請につい 
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て」の説明が終わりましたので、ここで立ち会われた関係委員の補足説明をお願いします。 

 

○委 員    

  ９月１５日、事務局と関係委員で現地調査をしました。ここは10年くらい前に新しい 

墓地が出来まして、取付道路が新しく出来ました。以前は畑で、狭い道を通って○○さん 

の所へ行っておりましたが、現在、遊休地になっていて、遊休地解消にもなるということ 

で問題ないとみてきました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

     

 ○議 長 

ただ今、補足説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。事務局並びに地元 

委員の説明について、発言のある方は挙手願います。  

 

（質疑なし） 

 

○議 長 

質疑がないようですので、質疑を終結し、採決に入ります。議案第２４号「農地法第５ 

条の規定による農地転用許可申請について」は、原案のとおり許可することにご異議あり 

ませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議 長 

異議がないようですので議案第２４号「農地法第５条の規定による農地転用許可申請に 

ついて」は、原案のとおり許可相当として、県知事に意見を送付いたします。 

 

 

《 議案第２５号 非農地証明願について 》 

○議 長 

続きまして、議案第２５号「非農地証明願について」を議題といたします。事務局の提 

  案説明を求めます。 

 

○事務局 

資料４ページをお願いします。議案第２５号「非農地証明願について」を説明いたしま 

す。（議案第２５号１～２番を朗読、パワーポイントを併用して説明：２件） 
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○議 長 

ただ今､事務局より議案第２５号「非農地証明願について」の説明が終わりましたので、 

ここで、立ち会われた関係委員の補足説明をお願いします。 

 

 ○委 員    

   ９月１５日、和牛共進会で欠席が数名されたわけですが、事務局と地元委員で現地確認 

にいきました。スライドのとおりで、利用状況調査中ですがB判定といえる状況です。真 

ん中に家がありますが朽ち果てています。私たちもどこから入ろうかとしましたが、入る 

道もありません。非農地としてみなければならないような土地でしたので、使途は聞いて 

いません。畑は原野より山に近い、田んぼが一部ありますが、湿田となっていて湿地帯の 

一部になっています。やむなし、許可相当と見てきました。ご審議の程よろしくお願いい 

たします。 

 

○委 員    

   ９月１５日に事務局、地元委員、地権者と現地確認を行いました。申請されている土地 

は畑ということですが、長い間、畑として使用していないということでした。皆さんで検 

討しましたが、非農地として仕方ないと認めてきました。ご審議の程よろしくお願いいた 

します。 

 

○議 長  

ただ今､補足説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。ただいま事務局並び 

に地元担当委員からの説明について、なにかご意見、ご質問ありませんか。 

 

      （質疑なし） 

 

○議  長  

質疑がないようですので、質疑を終結し、採決に入ります。議案第２５号「非農地証明 

   願いについて」は、原案のとおり、非農地として証明することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議 長 

異議がないということですので、議案第２５号「非農地証明願いについて」につきまし 
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ては、原案のとおり、非農地として証明することに決定いたします。 

 

《 議案第２６号 第６回農用地利用集積計画（案）について 》 

○議 長  

  議案第２６号「第６回農用地利用集積計画（案）について」を議題といたします。 

事務局の提案説明を求めます。 

 

○事務局 

  議案第２６号 「第６回農用地利用集積計画（案）について」です。議案書６ページをご覧く 

ださい。利用権設定各筆明細(賃借権)４年から６年になります。(整理番号１～２番を朗読：

２件) 

次に議案書７ページをご覧ください。利用権設定各筆明細(使用貸借権)になります。 

(整理番号1～１０番を朗読：１０件) 

 

○議 長  

ただ今、事務局より議案第２６号「第６回農用地利用集積計画（案）について」に 

ついて説明が終わりましたので、これより質疑を行います。何かございませんか。 

 

 ○横尾委員 

   使用貸借権の設定をうける○○○○○○○○ですが、私の担当地区ですが、貸賃が無償 

  となっていますが、これについて農家の方はなんとおっしゃっていますか。また、農地は 

  税金がかかっていると思いますが、その話し合いはどうなっているのか、わかっていれば 

お願いします。 

 

 ○事務局 

   ○○○○○○○○と設定している方もそうなんですが、期間が５年になっていますが、 

将来的には２０年預けることになっているようです。その間、椿を作付けして、実が取 

れて商品になり値段がつくような状態になるまでは5年くらいかかるそうです。その間 

は無償で貸し出す。それからお金を取れるような状態になったら賃料を考えていくとい 

うお話を聞いています。今のところ、ここに提出しているところは、５年間は無償で上げ 

ています。 

それから、今年が２７年度ですが３０年度くらいまで計画しているようで、使用貸借を 

順次結んでいくと聞いています。 

  税金についてですが、土地の持ち主、利用権を設定する者が支払うようになっていま 
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す。 

 

○議 長 

他にございませんか。質疑がないようですので、質疑を終結し、採決にはいります。議 

案第２６号「第６回農用地利用集積計画（案）について」は、原案のとおり決定すること 

にご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議 長 

異議がないようですので、議案第２６号「第６回農用地利用集積計画（案）について」 

については、原案のとおり決定いたします。 

 

○議 長  

    以上で、本日の議案の審議ならびに報告事項はすべて終了いたしました。 

   ここでお謀りをいたします。本総会において議決されました各案件について、その字 

   句、その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任願いたいと思いま 

す。これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議 長    

異議なしと認めます。よって、本総会において議決された案件の整理については、これ 

を議長に委任する事に決しました。 

 

○議  長 

これをもちまして、平戸市農業委員会平成２７年度第６回総会を閉会いたします。 

    

―  午前１０時０４分 終了 ― 

 

10．議事録の公開  

   公開する 

 

11．会議配布資料の名称 
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   ・資料１ 農地法第３条調査書 

   ・資料２ 「農業後継者お見合いバスツアー」の募集について(依頼) 

 

     議事録の作成者の職氏名 

     農業委員会事務局 

     参事兼班長 福海 富美子 

 

 

     議事録署名  

           平成 ２７ 年 １０ 月 ５ 日 

 

             

 会   長  丸 田   保     

       

             13番委員  末  永  武  好 

 

             16番委員   瀧  山      博  

 


