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議案第６号

農地法第３条の規定による許可申請について

議案第７号

農地法第５条の規定による許可申請について

議案第８号

農用地利用集積計画の決定について

議案第９号

農用地利用配分計画（案）にかかる意見について

議案第１０号 南島原市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」（案）について
議案第１１号

県営農村地域防災減災事業（農業用河川工作物等応急対策事業）有馬川地区の施工申
請に伴う土地改良法第３条資格者証明願いについて
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事務局（○○） 皆さん、こんにちは。それでは、定刻となりましたので、ただいまから第３回南島原
市農業委員会総会を開催いたします。綾部事務局長は、本日、市議会の本議会に出席しておりま
すので、本総会は欠席ということでございますので、よろしくお願いいたします。
本日は、２１番内田委員、４５番宮崎推進委員の２名から欠席の届けがあっております。また、
少し遅れると１０番平委員から連絡があっております。まだ出席されていない委員の方も何名か
おられるようですが、出席農業委員は過半数に達しておりますので、総会は成立しております。
会議規則第５条の規定によりまして、会長が議長となり議事を進行いたしますので、よろしくお
願いいたします。
議

長 皆さん、こんにちは。本日は、第３回南島原市農業委員会総会ということでご案内申し上げま
したところ、皆様には、大変お忙しい中、ご出席いただきありがとうございます。
初めに、去る９月６日に発生しました平成３０年北海道胆振東部地震で犠牲となられました皆
様のご冥福をお祈りしますとともに、被災された皆様方に心よりお見舞い申し上げ、一日も早い
復興をお祈りいたします。
朝晩は、大分しのぎやすくなってまいりましたが、秋の農繁期に入り野菜の植えつけや稲の収
穫作業なども始まっており、皆さんも大変お忙しい毎日を過ごされていることと思っております。
さて、先月は、大変暑い中、農地利用状況調査等に取り組んでいただき大変お疲れさまでした。
今年は委員の改選時期と重なったことから、実施期間が短く、各委員の担当地区も変更があった
り、また８月から委員になられた方にとっては初めての調査ということで、ご苦労も多かったか
と思っております。今後、調査していただいた農地利用状況の結果を踏まえ、農地の利用の最適
化の推進に努めてまいりますので、委員の皆様、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
さて、本日の総会も、議案のほかにその他の件として幾つか提案することがありますので、よ
ろしくお願いします。
それでは、農務班長から、農業委員１９名中、本日の欠席は、平委員が遅れるということで、
過半数には達しておりますので、総会は成立することを宣言いたします。
それでは、議事録署名人に５番松川委員、６番寺田委員を指名し、ただいまから議案の審議に
入らせていただきます。
それでは、議案第６号

農地法第３条の規定による許可申請について 事務局より説明をお願

いします。
事務局（○○） 失礼いたします。２ページをお願いします。
（議案第６号 番号１～４を朗読）
なお、４番について、営農計画書が提出されており、３ページにございます。
以上、農地法第３条の許可基準の農地法第３条第２項第１号の農地取得後全ての農地等の耕作
を効率的に行うと認められない者、第４号の農作業に常時従事すると認められない者、第５号の
下限面積を下回る場合及び第７号の周辺の地域における効率的かつ総合的な利用に支障を生ず
るおそれがあると認められる場合ですが、いずれの案件も全て許可基準を満たしているものと思
われます。以上でございます。
議

長 説明が終わりましたが、農地法第３条の許可申請についても現地調査を踏まえて審議しなさい
ということになっております。
まず、１番の案件ですが、土地の所在が深江でありますが、深江の委員さん、いかがでしょう
か。
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（「問題ありません」との声）
議

長 ２番は布津の案件ですが、布津の委員さん、いかがでしょうか。
（「問題ありません」との声）

議

長 ３番は西有家の案件でありますが、西有家の委員さん、いかがでしょうか。
（「異議なし」との声）

議

長 はい。
４番は、先ほども説明がありましたが、口之津の案件ですけども、農業委員さん、いらっしゃ
いますか。○○番○○委員。

○○番○○委員 これ、参考までに尋ねたいんですけど、４番、口之津町の件でございますけど、持ち
分が１，４００余りあり、プラス１，８００。口之津の下限面積が３，０００を超えた場合には
こういうふうな営農計画、贈与であっても営農計画書を作らにゃならんとですか。営農計画書。
議

長 事務局。

事務局（○○） 最初は出てはいなかったんですけども、一応下限面積を超えて、今までもされてはい
るんですけども、３，０００㎡を超えるということで、正式にではないんですけど、これからど
うやっていくかという、いえばその意向を示してほしいということで出してくださいということ
でお願いしたところです。必ずということではないんですけども。こういうふうにしたほうが多
分、農地取得というのが明確になってくるのかなと思って、お願いして出してもらったところで
す。
議

長 よろしいですか。

○○番○○委員 はい。
議

長 必須ではないということですね。

事務局（○○） はい。
議

長

参考のため。口之津の適正化推進委員の皆さん、ご異議ありませんか。４番の案件ですけど。

よろしいでしょうか。
（「はい」との声）
議

長 はい。
全体で何かご意見等ありませんか。
（「なし」との声）

議

長 意見がないようですので、申請どおり許可することに異議ありませんか。
（「異議なし」との声）

議

長 異議なしと認め、よって申請どおり許可することといたします。
次に、議案第７号

農地法第５条の規定による許可申請について 番号１より事務局より説明

お願いします。
事務局（○○） 説明に入る前に、今回の総会資料とともに補足資料ということで、農地法第５条の規
定による許可申請ということで、こういう地図等をお渡ししていたと思います。先週金曜日に現
地調査がありまして、それを踏まえて図面を提出し直された分を今日、机のほうに配付をしてい
るところです。計画図が青色からちょっと黄色になった分、２枚物になります。こちらのほうが
土留めの部分の表示と、それとＵ字溝が４５０になったＵ字溝ということと、あと、南島原市の
ほうの里道、水路関係の許可を受けているということを図面に落としたという状況になっていま
す。あと、縦断面図につきましてはその土留めの部分について、またこちらのほうに落としてい
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るということでなっていますので、こちらのほうをお願いしたいと思います。
それともう一つ、こちらのほうに事務指針の抜粋ということでなっておりますので、説明の途
中でこちらのほうをちょっと見ていただくことありますので、お願いします。
それでは読み上げに入ります。４ページをお願いします。
１番、有家町○○、○○さん、○○、○○さん、○○、○○さん、３名から、有家町○○、○
○へ。有家町○○、畑、現況、畑、地積５２６㎡外１４筆、１５筆合計９，１９７㎡です。転用
の目的、建設残土等処分場。申請地を借り受けて、残土処分場として建設残土を埋め立てし、優
良農地に復元する。権利の内容、使用貸借権。時期、平成３１年１月７日より。期間、３年間。
農振内農用地内です。こちらは一時転用となります。○○氏所有の農地以外の土地が７筆３，５
８０㎡、内訳、山林６筆２，９７９㎡、原野１筆６０１㎡。○○氏所有の山林３筆１，５１７㎡。
全て合計しますと２５筆で１万４，２９４㎡になります。対象地がですね。
申請地は農用地であり、この申請については、９月２０日付で農業振興地域整備計画に対し支
障がない旨の意見を市長よりいただいております。転用目的の建設残土等処分場は一時転用扱い
になります。
先ほど言いました農地転用関係事務指針抜粋のこちらの１枚物をお願いいたします。それの真
ん中ほどにスと書いてあります。建設残土等処理場、土捨て場。建設残土処理場については原則
として許可はしない。ただし、３年以内の一時的な転用で、事業終了後、優良農地として復元す
るものについては例外的に許可し得るということになっております。
今回の申請についてはこの例外の部分に当たるということになります。
議案書のほうをお願いいたします。
埋め立てを行う面積は７，３４８㎡、埋め立てる量につきましては２万７，４３３㎥、埋め立
てる高さで一番深いところの、高いところにつきましては７ｍの埋め立ての計画になります。
あと、ちょっと図面を見ながらでもお願いいたします。
上のほうですね、申請地のところに流れ込む中心から、北側のほうからですね、そこの申請地
のところに流れ込んで北側のほうに流れるということ、流れ込むのをちょっとイメージしてもら
っていいですか。そこに流れ込む雨水等については中心から東寄りの既存水路のほうに今流れて
いるんですけども、この既存水路については暗渠排水工事を行って雨水の排水に影響がないよう
にされる計画ということです。そちらの水路のほうは暗渠排水工事を行って確保するということ
で、雨水のほうはそれでも対応できるとなっております。その件については南島原市の許可を受
けて許可済みということになっております。埋め立て部分の雨水は自然浸透、それと浸透できな
かった雨水については西側に設置する設置長１４６ｍ、サイズが４５０ミリのＵ字溝で受けて、
南側の計画外の既存水路へ沈砂池を経由して放流されます。土留めについては、計画の南側には
状況に応じた土留めを行い、埋め立て後は計画範囲の途中、３カ所３ラインで高さ０．３ｍの土
留めを設置されて土砂流出防止が図られるということになっております。以上でございます。
議

長 この案件の現地調査の結果を、○○番○○委員からお願いします。

○○番○○委員 ○○番○○です。８月２１日、午前８時４５分から集合いたしまして、それから現地
に行ってまいりました。これは２，０００㎡を超えておりますので、○○の農業委員さん全員と、
それで推進委員の○○委員と、そして○○の○○委員と事務局４名、計１０名で現地調査に行っ
てまいりました。
現地の場所は、今、道路があります○○の○○から左のほうに約３００ｍちょっと行ったぐら
いに○○と○○の橋ができております。○○といいますけども。現場はその橋の真下でございま
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す。現地調査のほうもその橋の上から調査をいたしました。
見ておわかりのとおり、先ほど事務局のほうからもご説明をいただきましたけれども、当初は、
ここに新しく入っておりますこの図面には土留めというのはなくてですね、現地調査をしたとき
に泥が流れ出ないように土留めをやってくれということでお願いして、ここに新たに差し替えて
いただいたと思っております。そしてまた、下のほうのいろんな水利権という問題もありました
けれども、その辺は下の自治会のほうにもお願いして了解を得ているということを聞きましたの
で、なるべく元の川のほうに雨水のほうは流していただくように、横に行ったりなんかしないよ
うにということも、くれぐれ言ってまいりました。
ただ、２１日の調査がありました後に、そこに、今、現地の下のほうから連絡をいただきまし
て、すること自体はよくなることだからいいけれども、泥をここに持ち込んできたときに初めか
ら段差をつけてピシャッといくわけにはいかないから、雨が降ってその泥が下に流出などしない
ようにくれぐれも言ってくださいということで、我々呼び出しを受けまして行って話を聞いてま
いりました。ただ、私が一番心配するのは、この橋を西のほうに行くわけですけども、西の橋の
一番角のほうから土を搬入するということでしたけども、ここは左側に大きな自治会があります
けれども、ここは小学校の学校通路にもなっております。そしてまた遊歩道がこの橋にかけては
なくて、橋の横を通らんといかないということで、そちらの自治会の皆さんからも、土を持って
くることは悪かことじゃないけれども、とにかくその子供に支障がないように、それで事故がな
いようにということもくれぐれも言ってくれろということで私たちも聞いてまいりました。それ
で、今、赤の線がありますけれども、埋め立てのところが、とにかく地権者の全部土地というこ
とで、その辺は問題ないのかなと思っておりますけれども、その辺もやっぱり、雨というのは、
一定した雨が降ればよかとですけど、最近の雨は、集中豪雨で来たときにどういう対応ができる
のかなと。申請者の人はそれなりにしときますということでしたけれども、どれだけの雨が降る
のかこれは予想がつきませんので、側溝も３５センチから４５センチに変えましたということで
したので。完成が３年ということでしたので、とにかく３年の間に出来上がる方向性で、それで
周りにいろんな形で支障がないような状況であれば、私も何回となく、同じ地域なものですから、
見て来いと言われて行ってそういう話をして、いや、もうこういう話ですよということでしたら、
それはもういいことだからということでおっしゃいましたけども、ただ、出来上がったときの、
皆さん、これ見ていただければわかると思うんですけど、ほとんど大きな木が立っとるわけです
よね、それなんかもとにかく伐採して、ここは埋め立てになって良かったねって、言えるような
状況にですね、今ここはもう埋まるところなんですけど、この右側はもう見て皆さんおわかりの
ようにとにかく、山も本当の山にかなわないくらい荒れているものですから、その辺もきれいに
していただければ、してよかったねというような状況にしていってくださいということでしたの
で、皆さんに報告をして、そしてまた審議をしていただければなと思っております。よろしくお
願いします。以上です。
議

長 現地調査に同じく同行されました適正化推進委員の○○番○○委員、いかがでしょうか。

○○番○○委員 先ほど○○委員さんのほうよりお話がありましたように、私と○○さん、それと○○、
○○の委員さんに来ていただきました。私も心配しておりましたのは、その下のほうに私たちの
水田があるものですから大変心配しておったわけですけど、しかし一番最初にこの話を持ってこ
られたときに、同意をしてくださいということで来られたときに、今の状態ではとにかく荒れる
から、そういう不安はありますけど、もういいんじゃないですかというふうな意見を地権者の方
も言われましたので、それで最初○○さんのほうより説明がありましたように、最初Ｕ字溝は３
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０やったんですよね、それで説明に来られた時にときにそれが４０以上にしてくださいというこ
とで要望をそのときいたしましたけど、その時返事はすぐにされなかったですけど、４５に最終
的にしていただきました。それと、今、委員さんのほうより、土留めをですね、○○とかと○○
委員さんがそれを言っていただいたので、それをしていただきましたので、不安も少し和らいだ
ような状況でございます。今の状態ではとにかくもう山になるだけですので、良くなることなら
いいんじゃないかということで、あれしました。以上です。
議

長 現地調査の折に、今日配られた図面の中に土留め工事がなされていなかったもので、現地調査
のときにお願いをして図面を引いてもらって、一番下とそして間に３本ですね、土留め工事高さ
０．３ということで、南北の勾配が５．５でありますので西側のＵ字溝の４５０のＵ字溝は０．
２の勾配、南北は５．５ですので、そのまま南のほうに大雨のときは流れはしないだろうかとい
うことで、こういう土留め工事をお願いしたところでありました。現地調査員の方の報告もあり
ましたが、皆さんから何かご意見等、ご質問等ありませんか。今までにこういう大きい一時転用
のことはなかったものですから、初めての案件で上がっております。○○番○○委員。

○○番○○委員 この使用貸借権が３年間となっておりますけども、その３年間のうちに公共事業かれ
これでこれだけの㎡数を埋めあげる予想もついて申請なさとっとですか。もしも３年以内ででき
なかった場合で、また新たに申請をし直すような感じでいらっしゃるのか、そこのところを事務
局はどのように聞いておられますか。返事をお願いしたいと思います。
議

長 事務局、どうぞ。

事務局（○○） 申請者のほうからは、おっしゃっているのはこれよりも１０倍ほどは大体目途はつい
ているということでお話はいただいているところでございます。あとそれと、この話自体もちょ
うど○○のほうの海の埋め立てのほうも結構埋まってきているというような話もございまして、
公共工事あたりの残土の処理場が必要にもなってくるし、そちらのほうもちょっと地権者のほう
からのお話もあってたというような話で今回思い立たれているようです。それについても、土の
確保については申請者のほうではそこまでというか、大体確保できているということでした。
それと３年間のことなんですけども、これはあくまで３年間ということで、一時転用について
は３年間ということでもうこれは決まりになっておりますので、これについては今のところ当然
本人たちは延長ありきではされてはいません。当然３年間で終わるということで工程表も出して
いただいておりますので、その中で受け入れは、先ほど言いました、今、７，０００ほどの受け
入れを大体受け入れていく計画も立てられておるところでございます。実際これが委員ご心配の
とおりもし３年で終わらないとなるようであれば、当然協議はする必要はあるというのはこちら
の指針のほうにも少しは書いてあるところでございます。すみません、これぐらいでよろしいで
しょうか。
議

長 ○○のあそこがもう満杯ということで。
（「聞いております」との声）

議

長 それと○○のあそこのトンネル工事、あの残土が主流かと聞いております。○○番○○委員。

○○番○○委員 これ、３つの土留めがされておりますけども、泥留めがなされておりますけども、優
良農地にして返還したいという方針が出ておりますが、まだ畑を使っているところはこの泥留め
状態の中で畑をつくって、これは１枚が泥留めで終わるわけじゃないですよね。そういうふうな
畑の計画ってまだ出来とらんですか。
議

長 事務局。

事務局（○○） 現時点で地権者と具体的にそこの絵を、図を引いている状態ではないということにな
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っております。今回、当然、現地調査におきまして各委員からも、どういうふうに使っていくか
というのを具体的に話はする必要は当然ありますよということで申請者のほうには話をしてい
るところでございます。実際これをこの状態だけで、言われるように当然活用していくための方
策は当然講じる必要はあるということで現地でもお話はいただいていますし、申請者のほうに伝
えているところでございます。
議

長 よろしいですか。
ほかにありませんか。○○番○○委員、意見ありませんか。どうぞ。

○○番○○委員 だいたいあれはもちろん、○○さんも初めてということで、私もこんな大規模なあれ
を見るのは初めてなんですが、まず１点、東西に勾配が０．２％というのは理解できるんですが、
南北に５．５％という勾配は少しきついんじゃないかと思いますが、どうでしょうか。
議

長 事務局。

事務局（○○） 委員ご指摘のとおり、この勾配について○○の方からも疑義はいただいていたところ
でございます。一応申請者の方とこの図面の設計をした設計の方に確認をさせていただきまして、
こちらのこの勾配等ですね、あと南北ののり面のこの形状につきましても、○○の資料をもとに
計算をしてこういう勾配と構成、形状については決定しておるということの確認はとれていると
ころでございます。
以上です。
議

長 今質問があったように５．５という傾斜がありますので、その状態ではそのまま大雨のときに
流れてしまうんじゃないかということで、ここに土留め工事をされるように現地調査のときお願
いした結果がこの図面にあらわれているのだと思います。
ほかにありませんか。○○番○○委員。

○○番○○委員 ○○ですけど。先般の今月の連休の月曜日の日ですかね、祭日のときですけど、その
日にこの申請者の○○さんから、私そこに呼ばれて行きまして、今も○○委員さんからもご指摘
がございましたように盛り土留めということでしたけども、とにかくここに土が全部２万何百㎥
入ってから下の土留めなんかをするんじゃなくして、初めからもうとにかくその土そのものが流
れないような状況をつくりながら余裕を持った埋め方をしてくださいということで、私も現地に
呼ばれましてそういうような話もしてきましたので、今、○○委員さんからも３年間ということ
を言われて、泥はどれだけでもあるというでしたけども、その泥が実は本当にあるのかないのか
これは私たちもわかりません。３年間と言われた限りは、もう３年間で完全に終わるような状況
もつくってくださいということもですね。またそれで私もお願いしてきておりますので、その辺
は少しでもいい方向にいかれるんじゃないかなと私は思っています。以上、補足です。
議

長 ほかにありませんか。○○番○○委員。

○○番○○委員

この申請地におきまして４５０の側溝とか結局西側にかなり大きな側溝を設けてあ

りますけれども、最終的な土留めとかあるいは勾配によって西、西に集まるようになって、最終
的にはこの調整池、沈砂池というんですかね、そちらのほうに集まるような形になっておるみた
いですけれども、今のところスライド等を見ておると、その後の排水路のほうがかなり小さくて、
それだけの量をさばけるのかなと。といいますのも、今のお話ではトンネル工事の山の泥を持っ
てこられると。大型ダンプでどんどん持ってこられて重機で踏み固めていくわけですから、いく
ら泥といっても浸透というのは余り期待できずに踏み固めてしまう状況なので、こんなに広い敷
地の中、申請地の中でそれだけの調水池というんですかね、それで足りるのかどうか。それに増
してそれの後の下流への水の排水ですね、今スライドで見るとどうしても余り大きな川でない、
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水路でないみたいですから、その辺対応できるのかなという懸念がありまして質問させてもらい
ます。
議

長 事務局。

事務局（○○） 一応、当時現場確認のときに心配されていたこの北側のほうですね、北側のほうにも
結構流入があるということで話がありました。その北側の山手のほうと北西側の道路のほうから
も流れ込むというのが結構懸念されている状況にあるそうです。この市道のほうにつきましては
同じレベルの隣の、その道路と同じレベルの部分について市の建設部のほうでその道路からの雨
水の流入は防ぐような工事を行うということで話がついておるところでございます。ですので、
北側のほうの雨水についてはその施工については軽減をされていて、なおかつ今北側のほうにた
まった分については、先ほど説明したようにこの排水路に継いで賄えるということで建設部とも
何度も現地に確認をしに行ってされているところでございます。実際埋め立てをした部分につき
ましては、側溝についての４５０ですけども、基本当然固めはするんですけども農地のように結
局上の耕作道というか道路は当然農地復旧に際してはします。当然浸透もしていきます。その４
５０のＵ字溝で受けて、その既存の水路まで接続して沈砂池でして流すということで、そちらの
ほうは大丈夫なんじゃないかなとこれも思っておるところでございます。沈砂池の分につきまし
ても当然たまった泥については適宜とっていくということで伺っているところでございます。
以上です。
議

長 この件に関して地権者であられる○○番○○委員のご意見いかがでしょうか。沈砂池から下流
域に関しての川幅に関して何かご意見ありませんでしょうか。

○○番○○委員 私の水田のあれはこれより大分何百ｍも下のところにありますので、影響はないんじ
ゃないかなというふうに思っております。
議

長 わかりました。
ほかにご意見ありませんか。いろいろご意見出ましたけども、注意点、工事中の土砂が流れ込
まないように、あるいは通学路でありますのでそこの工事に関しても注意が十分必要とされると
いう意見が出ております。そういうことを踏まえ伝えながらしたいと思いますけども、ほかにご
意見がなければ許可相当と認めることでよろしいでしょうか。
（「異議なし」との声）

議

長 異議なし。よって、許可相当として県農業会議に諮問することとし、その後、県農業会議の意
見を付して県へ進達いたします。
次に、番号２について事務局より説明お願いします。

事務局（○○） すみません、５ページをお願いいたします。議案第７号のナンバー２です。
北有馬町○○、○○さんから、南有馬町○○、○○さん夫婦へ。南有馬町○○、田、田、４１
３㎡。転用の目的、一般住宅用地。申請地を譲り受けて、住宅、軽量鉄骨造２階建て、建築面積
６１．７２㎡を建築したい。権利の内容、交換。時期、許可あり次第。期間、永久。こちら農振
内農用地外です。白地です。南有馬町○○、田４４９㎡、５条許可済みと交換。
本案件の農地区分は、「中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の
生産性の低い農地」であり、第２種農地であると思われます。高さが６ｍの軽量鉄骨造合金メッ
キ鋼板葺き２階建ての住宅を建築するために申請をされております。西側は市道に面しておりそ
の高さを考慮し、盛土を２０ｃｍほど行われ、南北の隣接地の境界には土留めブロックを設置さ
れます。東側は水路になっております。北側境界からは２ｍ離して、東側に寄せて建築されます。
雨水はためます経由で東側水路へ、汚水・生活雑排水は合併浄化槽で処理され同様に東側水路へ
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放流されます。資金は借入金で賄われます。以上でございます。
議

長 この案件の現地調査の結果を、○○番○○委員からお願いします。

○○番○○委員 ○○番○○です。９月２１日の午前１０時４０分ごろより、○○委員と○○委員、事
務局３名で見てまいりました。現場は○○から１００ｍぐらい行ったところを右に曲がったとこ
ろでありまして、事務局がおっしゃったとおりなんですけど、分筆して半分ぐらい家を建てると
いうことなんで特に問題ないと見てまいりました。以上です。
議

長 現地調査員からの報告ですが、同行されました○○番○○委員、何か意見ありませんか。

○○番○○委員 特にありません。
議

長 現地調査員からの報告がありましたが、何かご意見、ご質問等ありませんか。
（「なし」との声）

議

長 ご意見がありませんので、許可相当として認めることでよろしいでしょうか。
（「異議なし」との声）

議

長 異議なしと認め、よって許可相当として県へ進達することといたします。
次に、議案第８号

農用地利用集積計画の決定について

事務局より説明お願いします。

事務局（○○） 今月の利用集積計画ですけども、賃貸借権が１０件で２万１，８６７㎡、使用貸借権
が３件で５，６６０㎡、所有権移転が７件で１万４，２９４㎡となっております。
それでは、個別の案件について朗読いたします。なお、賃借権の再設定については朗読を割愛
させていただきます。また、賃借権で借り受け人が振興公社の場合は、借り受け人につきまして
も朗読を割愛させていただきます。
（議案第８号 賃貸借権 番号１～６新規設定、使用貸借権 番号１１～１２新規設定、番号
１３再設定、所有権 番号１４～２０を朗読）
以上の案件につきまして、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第１号、第２号、第３号及
び第４号の各号の要件を満たしていると思われます。以上でございます。
議

長 ただいまの説明に対して何かご意見、ご質問等ありませんか。
（「なし」との声）

議

長 意見がありませんので、議案第８号、農用地利用集積計画は承認することに決定してよろしい
でしょうか。
（「異議なし」との声）

議

長 異議がないようですので、農用地利用集積計画を承認することに決定いたします。
次に、議案第９号

農用地利用配分計画（案）にかかる意見について 事務局より説明お願い

します。
事務局（○○） 議案第９号です。こちらのほうですけども、配分計画です。前回までの総会で協議し
ていただいた集積計画の決定分のものになりますので、読み上げは省略させていただきます。以
上でございます。
議

長 ただいまの説明にご意見、ご質問等ありませんか。
（「なし」との声）

議

長 ご意見がありませんので、農用地利用配分計画は妥当として報告してよろしいでしょうか。
（「異議なし」との声）

議

長 異議がないようですので、農用地利用配分計画は妥当として報告をいたします。

9

次に、議案第１０号
について

南島原市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」
（案）

事務局より説明お願いします。

事務局（○○） １０ページからになります。８月の総会のときに皆さん方に一応一通りご説明をして
おりまして、その中で１２ページの担い手への農地利用集積目標につきまして前回のときには５
５％というような格好でしておりました。今回５０％ですね。この分につきましては、県の農業
会議のほうが大体１人委員さんにつきましては１年間に２ｈａを目標数値として集積を推進し
てくださいというような格好になっておりまして、その分を含めまして大体、２名欠員ですけれ
ども、本市の場合は４９名定数があります、その分が１年間に２ｈａずつ集めて、その分を５年
間したときに大体５００ｈａぐらい増加させる目標が県の農業会議のほうでも目標数値とされ
ておりましたので、その分を参考に若干目標数値を下げていると、それと同じ程度に下げている
というような格好にしております。その場合、平成３０年の３月から比べて目標の３５年の３月
を大体５００ｈａぐらいふやしたところで本計画を修正をかけているというような格好になり
ます。あとの部分につきましては前回８月のときにご説明したような格好で、その後、意見等ご
ざいませんでしたので、その分の数値目標だけちょっと５０％に下げたところで目標数値を修正
しているというような状況であります。以上で説明を終わります。
議

長 ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ありませんか。
先月、案を出された中で修正があったというのは先ほど説明したとおりで、１人１年間で２ｈ
ａという担い手への利用集積を目標とするということに変わっておりますが。意見ないですかね。
（「なし」との声）

議

長 意見がないようですので、原案どおり決定することにご異議ありませんか。
（「異議なし」との声）

議

長 異議なしと認め、よって南島原市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」に
ついては原案どおりに決定いたします。
次に、議案第１１号

県営農村地域防災減災事業（農業用河川工作物等応急対策事業）有馬川

地区の施工申請に伴う土地改良法第３条資格者証明願いについて

を議題といたします。事務局

より説明をお願いします。
事務局（○○） １４ページをお願いします。議案第１１号です。
今回の農業用河川工作物、括弧書きで書いてありますけども、工作物は頭首工、
「頭」に「首」
に工業の「工」ですね、田への用水を川からとるための施設となります、この頭首工が対象とな
ります。それを整備するためには、農地の基盤整備と同じように、事業に参加される方について
土地改良法に基づく３条資格を農業委員会で審議し、有資格者と判断する場合はその資格の証明
をすることになります。その証明がないとこの農村地域防災減災事業ができないようになってお
ります。
事業内容ですけども、有馬川にある頭首工は昭和４８年の災害復旧事業により鋼製の起伏堰に
改修されておりましたが、このゲートの倒伏装置が今、機能不全となっておりまして、洪水時等
に十分に機能していないため改修されるものです。
対象となるのは整備をしようとする工作物に係る受益地の所有者。賃貸借とか使用貸借に基づ
いている場合は耕作者となっております。
今回、事業の担当部署から、各受益地を確認し、参加しようとする方の名簿が作成され、市長
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から農業委員会に対象者について有資格者証明願が提出されており、それに基づき議案を作成し
ております。
ここで見ていただくのは、この中で万が一死亡者がいないかどうかを特に見ていただきたいと
思っております。今回、対象者は２４名で○○の１名を除き、○○・○○・○○にお住まいの方
ですので、それぞれの町の委員さんには主になってその点をよく確認していただければと思いま
すので、よろしくお願いいたします。以上です。
議

長 ただいま説明がありましたが、何かご意見、ご質問等はありませんか。
○○・○○・○○の皆さんでありますので。これだけおられる中でほとんどご承知かと思いま
すけども、死亡されていないということが確認できればよろしいかと思っております。
皆さん、何かご質問等ありませんか。わからない地区の方がいらっしゃればちょっと時間を、
休憩をとって……。○○番○○委員。

○○番○○委員 ○○の○○さんは○○では。確認をしてみてください。
議

長 ○○番ですね。
ほかに疑問と思われる方はいらっしゃいませんか。

事務局（○○） 一応農地はですね、○○の○○が国道沿いにあると思うんですけども、そこら一帯に
なります。大体、○○の庁舎のほうからそのまま真っすぐ○○のところを来ると○○に来ますけ
れども、そこの鉄橋の近くに可動式の堰があると思うんですけれども、その分の言ったら改修工
事というような格好になっております。
議

長 今、事務局が○○番に対して確認を行っておりますので、皆さん、地域の方でわからないとこ
ろは話し合いをお願いしたいと思います。
ちょうど１時間となりますので、１０分ほど休憩をしたいと思います。
（休

議

憩）

長 それでは、休憩を解き、会議を再開したいと思います。
事務局、先ほどの結果をお願いします。事務局。

事務局（○○） 失礼いたします。議案第○○号に関しまして確認をということで、○○番の○○さん
と○○番の○○さんと確認をということでしたので、住基担当のほうに確認をさせていただきま
してご存命確認……。言い方、すみません、失礼に当たるかもしれませんけど、確認がとれまし
たのでご報告いたします。
議

長 そういうことでした。勘違いもあったかと思いますんで、皆さん十分検討していただいた結果
でありますので。
ほかにご意見ありませんか。
（「なし」との声）

議

長 意見がありませんので、資格者証明を交付してよろしいでしょうか。
（「異議なし」との声）

議

長 異議なしと認め、よって資格者証明を交付することに決定いたします。
以上をもって議案の審議を終了させていただきます。

11

