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                平戸市農業委員会第１１回総会議事録 

 

１． 開催日時 平成３１年２月２５日（月） 午前９時３０分から午前１０時４５分 

２．開催場所 平戸市役所３階大会議室 

３．出席委員（農業委員１８人） 

   会長         19番 丸田  保 

   会長職務代理者   8番 川村 政幸 

   農業委員 

1番 蜜山 隆満  2番 岡村 勝彦     3番  阿部    榮    5番 本山 勝茂 

6番 松本  一郎  7番 谷本  雅嗣     9番 前川  一夫   10番 桝屋 可恵 

  11番  青﨑日出男   12番  大山  荒助   13番  山下  忠平   14番 松山 浩幸 

  15番  藤沢 和正   16番 大山 光敏    17番 福田 延之   18番  永田    守 

  

４．欠席委員（農業委員１人）   

 4番 小川  隆友  

  

５．議事日程 

  第１ 開会宣言 

  第２ 会長挨拶 

  第３ 議事録署名委員及び書記の指名 

  第４ 会務報告 

  第５ 議  事 

報告第 ２４ 号 農地法第４条第１項第８号による転用届について 

報告第 ２５ 号 農業経営基盤強化促進法に係る合意解約について 

議案第 ６５ 号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第 ６６ 号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第 ６７ 号 空き家に付属した農地の指定について 

議案第 ６８ 号 非農地通知申出について 

議案第 ６９ 号 第１１回農用地利用集積計画（案）について 

議案第 ７０ 号 第１０回農用地利用配分計画（案）に対する意見について 

議案第 ７１ 号 贈与税及び不動産取得税納税猶予対象者の農業経営を行なって 

 いる旨の証明願について 

議案第 ７２ 号 農地法第３条第２項第５号の規定による下限面積の設定につい 

        て 
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議案第 ７３ 号 農作業賃金等の標準額(案)について 

 

第６ 閉  会 

 

６．事務局 

農業委員会 

事務局長 吉村 藤夫  総務農地班長 橋口 健  

主査   山本 寿子 主任主事   大石 英樹 

農林課  

主査   村瀬 泰大 

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  

定刻となりましたので、ただ今より平成３０年度２月期 第１１回総会を開会いたします。 

はじめに丸田会長がご挨拶を申し上げます。 

○丸田会長 

  皆様おはようございます。本日は２月期の総会のご案内を申し上げましたところ、皆様方

には大変ご多忙の中ご出席を頂きまして誠にありがとうございます。 

  いよいよ私どもも昨年３月より就任してからもう１年が過ぎようといたしております。

委員皆様方におかれましては１年間平戸市農業委員会の委員として適正なる農業委員とし

てご協力を賜りまして、長崎県農業会議のご指導の下、ここまで無事に過ごして頂きまして

心からお礼を申し上げたいと思います。引き続き、また１年間ご協力を頂きますようよろし

くお願いいたします。 

  いよいよ農作業も３月に入りますと慌しくなってくることと思います。農業共済組合の

職員さんから色々お話がございました。農業機械による事故等が無いように、農業委員さん

からも是非一言、地区の色々な会合のときにご注意をお願いしたいというお話がございま

した。是非トラクター等転落事故、その他人災的な事故が無いように十分ご注意をして作業

をされるようご指導いただければということを思っているところでございます。 

  ２月５日に諫早市のほうで長崎県女性農業者の集いに出席させていただきましたが、今

回、川村副会長さんと桝屋委員さん、山本さんの運転によりまして往復をさせていただきま

したけれども、参加をされた女性皆さんが真剣に考えておられる姿に接して参りました。ど

うか一つ桝屋委員さんにおかれましては是非この機会を逃がさずに毎年参加していただい
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て更に女性の地位向上にご協力いただければというふうに思っているところでございます。 

  本日も報告を含めて１１件をご提案申し上げますけれども、慎重なるご審議を賜ります

ようにお願いを申し上げて開会にあたりましてのご挨拶といたします。 

 

○事務局長   

ありがとうございました。本日は４番 小川隆友委員から欠席の届出があっておりますので、

ご報告いたします。 

よって、出席委員は定足数以上であり、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、丸田会長にお願いいたします。 

 

○議 長  

 それでは、早速議事に入ります。まず日程第３の議事録署名委員及び会議書記の指 

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ございませんか。 

    

（「異議なし」の声あり） 

 

○議 長 

ご異議なしと認めます。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、「７番 谷本 雅嗣」委員と「８番 川村 政幸」委員にお願い 

をいたします。 

書記には事務局職員の山本主査を指名いたします。以上で日程第３を終わります。 

 

○議 長 

次に日程第４、２月期の会務報告と、３月期の行事予定を事務局長が行います。 

 

○事務局長 

    それでは初めに２月の主な会務報告をいたします。 

議案書の１ページをお開き下さい。 

（２月会務報告を報告） 

   次に３月の行事予定を申し上げます。 

（３月行事予定を報告） 

     以上が会務報告及び行事予定であります。 
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○議 長  

会務報告が終りましたので、ここで、次回、平成３０年度・３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３月２５日（月曜日）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、よろしゅうございますか。    

 

（「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３月２５日（月曜日）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。 

 

《報告第２４号 農地法第４条第１項第８号による転用届について》 

 

○議 長 

これより議事に入ります。はじめに報告第２４号 「農地法第４条第１項第８号による転用届につ

いて」を議題といたします。事務局より、提案説明を求めます。 

 

○事務局 

報告第２４号 「農地法第４条第１項第８号による転用届について」です。２ページをお願いしま 

す。整理番号１番は獅子町字上屋敷の畑で９１７㎡のうち１２２．１㎡を農業用倉庫建設及び取り 

付け道路用地としての転用届出あります。 

整理番号２番は敷佐町字太田の田で１，７４２㎡のうち１１０㎡を農道建設用地としての転用届 

であります。 

（報告第２４号を朗読、パワーポイントを併用して説明：２件） 

 

○議 長 

ただ今、事務局より説明が終わりましたので、これより質疑を行います。発言がある方は挙手

を願います。 

 

（質議なし） 

 

○議  長 

質疑がないようですので、質疑を終結します。 
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報告第２４号については、届出のとおり処理済といたします。 

 

《報告第２５号 農業経営基盤強化促進法に係る合意解約について》 

 

○議 長 

次に、報告第２５号 「農業経営基盤強化促進法に係る合意解約について」を議題といたします。 

事務局より、提案説明を求めます。 

 

○事務局 

報告第２５号 「農業経営基盤強化促進法に係る合意解約について」です。３ページをお願い 

します。整理番号１番、２番、３番は貸借人の高齢等都合による解約です。整理番号４番は農地 

法第３条の許可申請のため解約するものであります。 

（報告第２５号整理番号１番から４番を朗読：４件） 

 

○議 長 

ただ今、事務局より説明が終わりましたので、これより質疑を行います。発言がある方は挙手

を願います。 

 

（質議なし） 

 

○議  長 

質疑がないようですので、質疑を終結します。 

報告第２５号については、届出のとおり処理済といたします。 

 

《議案第６５号 農地法第３条の規定による許可申請について》 

 

○議 長 

次に、議案第５７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。 

事務局より提案説明を求めます。 

 

○事務局  

    議案第６５号 「農地法第３条の規定による許可申請について」です。整理番号１番は、大山町 

字大山平の田で１筆、１，６４９㎡を空き家に付属した農地の指定を受けた農地としてＵ・Ｉターン 

者が取得するものであり、譲受人の耕作面積は下限面積以上であります。 
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整理番号２番は取下げ案件ですので議案書より削除願います。 

整理番号３番は、宝亀町字長者原の畑・田で計５筆、４，２３７㎡を経営規模拡大のため所有権 

移転を売買で行うものであり、譲受人の耕作面積は下限面積以上であります。 

整理番号４番は、草積町字石原田下の田で１筆、１，７６３㎡を経営規模拡大のため所有権移 

転を売買で行なうものであり、借受人の耕作面積は下限面積以上であります。 

整理番号５番は、大石脇町字下り道の畑で１筆、１７１㎡を経営規模拡大のため所有権移転を 

贈与で行なうものであり、借受人の耕作面積は下限面積以上であります。 

整理番号６番は、生月町里免字妙見他の田・畑で計１０筆、６，０６１㎡を経営規模拡大のため 

所有権移転を贈与で行なうものであり、借受人の耕作面積は下限面積以上であります。 

詳しくは別添の農地法第３条調査書をご覧ください。 

（議案６５号を朗読：５件）  

  

○議 長 

ただ今、事務局より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。

発言がある方は挙手を願います。 

 

                         (質議なし) 

 

○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６５号については、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 

異議がないということですので、議案第６５号については、原案のとおり決定いたします。 

 

《議案第６６号 農地法第５条の規定による許可申請について》 

 

○議 長 

次に、議案第６６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。 

事務局より提案説明を求めます。 

 

○事務局  
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議案第６６号「農地法第５条の規定による許可申請について」です。６ページをご覧ください。 

整理番号１番の申請農地は田平町野田免字野田の畑で１筆、１，３５５．７５㎡です。地区自治 

会の公園用地として使用するための転用申請です。農地種別は第２種となっており、使用貸借で 

行います。敷地には真砂土を敷き詰め雨水は道路側溝に流す計画で周りには農地もなく周辺に 

は日照、通風にも問題は無いと思われます。 

  整理番号２番の申請農地は山中町字矢ヒツの畑で１筆、２，２６７㎡です。太陽光発電施設建 

設のための転用申請です。農地種別は第２種となっており、地上権設定を賃貸借で行います。 

太陽光施設を設置し排水も特に問題なく周りの農地については日照、通風にも問題は無いと思 

われます。隣接の所有者にも協議済みとのことです。また当該地には地すべり防止のための県 

工事で集水枡が設置されておりますが、県とは協議済みとのことであります。 

整理番号３番の申請農地は志々伎町字神山の田で計５筆、２，２２２㎡です。太陽光発電施設 

建設のための転用申請です。農地種別は第２種となっており、地上権設定を賃貸借で行います。 

太陽光施設を設置し排水にも特に問題なく、周りの農地については日照、通風にも問題は無い 

と思われます。隣接の所有者にも協議済みとのことです。 

整理番号４番の申請農地は大志々伎町字源子畑の田で１筆、１，３７５㎡です。太陽光発電施 

設建設のための転用申請です。農地種別は第２種となっており、所有権移転を売買で行います。 

太陽光施設を設置し排水には特に問題なく、周りの農地については日照、通風にも問題は無い 

と思われます。隣接の所有者にも協議済みとのことです。 

 

 （議案第６６号を朗読、パワーポイントを併用して説明：４件） 

 

 ○議 長 

   ただ今、事務局より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番号 

順にお願いします。 

 

○委 員 

   １５日の１０時５０分から１番の案件について現地調査を行ないました。当日は丸田会長、事務 

局、農業委員、推進委員、それから区長さんと現地調査をいたしました。先ほど事務局から説明 

があったとおりですが、以前は耕作放棄地でけっこう荒れてまして、地区の方が草刈をして今の 

状態になっているんですけども、せっかく草刈をしたから公園化しようということで地主さんと地元 

の人とで話し合われて公園化する話になったそうでございます。貸借による公園化ということで今 

回提案されております。他に問題も無かったように思いますのでどうぞよろしくご協議ください。 

 

○委 員 
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   ２番の案件について２月１５日午前９時より北部地区農業委員、推進委員、申請人の代理、事 

務局で現地の確認をいたしました。申請地は先ほど説明がありましたように荒廃していたわけで 

すけれども、そういった中で太陽光を造るということのお話がありまして地域の住民の方も承諾を 

得たことで進んでおります。先ほど説明がありましたように雨水については自然流下ということで 

す。また、周辺の農地も耕作はしておりますが日照とか通風には影響は無いというふうに思って 

おります。皆様方のご審議をよろしくお願いします。 

 

○委 員 

   １５日２時３０分から約１時間程度時間をかけまして２箇所３番と４番の現地確認をしたわけです。  

  南部地区の委員、推進委員全員出席して、今回は丸田会長さんも直々に来て頂きまして念入り 

に見ていただいたわけであります。結果については、３番ですが申請人は現在８１歳で前は他人 

の田んぼも預かって、精米所をしておりましたのでかなり田んぼを作っていたわけですが、３年 

ほど前に腰を痛めて仕事ができないということで殆どの田んぼを親戚の人に預けた状態になっ 

ております。現在この太陽光設置につきましても、下の方の３枚程度は昨年まで何とか作ってお 

ったわけですが、どうしてもできないということで借り手もおらないし、今回太陽光の設置に思い 

立ったということでございます。そういうことで現地につきましては上の方の田んぼは荒れており 

ますし、下の方の田んぼも今年から作付けしないということで決定したそうでございます。 

   ４番の件につきましては、申請人は他所に住んでいて、耕作もしておられない。作付けする人 

もいないということで、本人とは会わなかったわけですが、現状写真で見たとおりでありまして、全 

員転用についていいのではないかということで話をしたわけでございます。ご検討の程をよろし 

くお願いします。 

 

○議 長 

ただ今､補足説明が終わりましたので、これより質疑を行います。事務局並びに地区担当委員 

さんからの説明について、何かございませんか。発言のある方は挙手願います。 

 

○委 員 

   確認したいんですが、４番は手前にワイヤーメッシュがありますが、ワイヤーメッシュを外すとき 

は確認事項として耕作期間の年度があったと思うんですが、そこら辺はどうなんですか。 

 

○事務局 

   言われた部分については、確認はしておりません。実はこの先にも農地がありますので、電ぼ 

くが張られている区間もありました。この土地にもそういうことでワイヤーメッシュが張られているの 

ではないかと思います。 
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○委 員 

   ここだけではなくて、他の所もは張れているとのことですね。 

 

○事務局 

   はいそうです。 

 

○議 長 

   他にありませんか。 

 

                         (質議なし) 

 

○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６６号については、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 

異議がないということですので、議案第６６号については、原案のとおり決定いたします。 

 

《議案第６７号 空き家に付属した農地の指定について》 

 

○議 長 

次に、議案第６７号「空き家に付属した農地の指定について」を議題といたします。 

事務局より提案説明を求めます。 

 

○事務局  

議案第６７号「空き家に付属した農地の指定について」です。議案書７ページをご覧ください。 

申請農地は大久保町字綱場の畑で１筆、２７４㎡です。現況は遊休農地でありました。 

 前回の総会の中で空き家バンクに付属した農地の再生に係る補助制度無いのかと質問があり 

ましたが、担当課に確認したところ補助制度はないとのことでした。 

 

 （議案第６７号を朗読、パワーポイントを併用して説明：１件） 
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 ○議 長 

   ただ今、事務局より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 

   ２月１５日午前１０時より、北部地区委員、最適化推進委員、事務局とその他不動産会社の方で 

現地確認をして参りました。事務局の説明、或いはスライドで見てのとおり立派な家でありまして 

空き家バンクどころか、まだまだ老朽化もしておらないような家であったわけですけれども、見て 

のとおりその付近に農地として残っているところというのは、猫の体で言えば首から上のようなも 

ので、殆ど使用されていないのかなあと、管理についてはきれいにされていて、あとは植え込み 

などもあり、一部は庭のような状態になっています。皆様方のご審議をお願いします。 

 

○議 長 

ただ今､補足説明が終わりましたので、これより質疑を行います。事務局並びに担当委員さん 

からの説明について、何かございませんか。発言のある方は挙手願います。 

 

                         (質議なし) 

 

○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６７号については、原案のとおり空き家に付属した農地として指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６７号については、原案のとおり空き家に付属した農地として 

指定いたします。 

 

 

《議案第６８号  非農地通知申出について》 

 

○議 長 
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次に、議案第６８号「非農地通知申し出について」を議題といたします。事務局より提案説明を

求めます。 

 

○事務局 

   議案第６８号 「非農地通知申出について」です。議案書８ページをご覧ください。１番は草積 

町字斉田の畑で１筆、６０４㎡、現況が自然荒廃により山林・原野化している状況でした。 

   （議案６８号朗読、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 

   ２月１５日午後２時から現地の確認をいたしました。丸田会長さん、事務局、中部地区の農業委 

員、推進委員、申請人の案内で現地を確認いたしました。今、事務局の方からご説明があったと 

おりなんですけれども、申請地は山の中腹でございまして集落からもかなり遠いわけなんですね、 

そういったこともあって、このような状況になったのではないかなと見てまいりました。雨の中皆さ 

ん大変だったと思いますが確認をしてきましたのでご審議を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、これより質議を行います。事務局並びに、地区の担当 

委員さんからの説明について、何かございませんか。発言のある方は挙手願います。  

 

（質議なし） 

 

○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６８号については、原案のとおり非農地と決定することに、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議 長 

異議がないということですので、議案第６８号については、原案のとおり非農地とすることに決 

定いたします。 
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《議案第６９号 第１１回農用地利用集積計画（案）について》 

 

○議 長 

次に、議案第６９号 「第１１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６９号 「第１１回農用地利用集積計画（案）について」です。議案書９ページから１２ペ 

ージになります。 

１０ページをお開きください。整理番号 1番から２番は、利用権設定各筆明細の賃貸借で新 

規設定１件、再設定１件の計４筆、計７，３３２㎡です。 

整理番号３番から４番は利用権設定各筆明細の使用貸借で新規設定２件、計４筆、計４，１５５ 

㎡です。 

１１ページをお願いします。整理番号５番から１２番までは中間管理機構を利用した貸借で、 

賃貸借は新規設定４件、計１２筆、計１７，１４９㎡です。 

１２ページをお願いします。使用貸借は新規設定４件、計５筆、計４，９６０㎡です。 

（整理番号１番から１２番を朗読：１２件） 

 

○議 長 

ただ今、事務局より説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

何かご質議ございませんか。 

 

（質議なし） 

 

○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６９号については、集積計画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 

異議がないということですので、議案第６９号については、集積計画のとおり決定いたします。 
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《議案第７０号 第１０回農用地利用配分計画（案）に対する意見について》 

 

○議 長 

次に、議案第７０号 「第１０回農用地利用配分計画（案）に対する意見について」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７０号 「第１０回農用地利用配分計画（案）対する意見について」です。議案書１３ペー 

ジから１５ページになります。１４ページをお開きください。整理番号１番から３番までは、農地中 

間管理機構による賃貸借で新規設定３件、計１２筆、計１７，１４９㎡です。 

整理番号４番は、農地中間管理機構による使用貸借で新規設定１件、５筆、計４，９６０㎡です。 

（整理番号１番から４番までを朗読：４件） 

 

○議 長 

ただ今、事務局より説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

何かご質議ございませんか。 

 

(質議なし) 

 

○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７０号については、配分計画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 

異議がないということですので、議案第７０号については、配分計画のとおり決定いたします。 

 

《 議案第７１号 贈与税及び不動産取得税納税猶予対象者の農業経営を行って 

いる旨の証明願いについて 》 

○議 長 

次に、議案第７１号「贈与税及び不動産取得税納税猶予対象者の農業経営を行っている旨 

の証明願いについて」を議題といたします。はじめに整理番号１番から４番までを議題とい 

たします。事務局の提案説明を求めます。 
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○事務局   

議案第７１号「贈与税及び不動産取得税納税猶予対象者の農業経営を行っている旨の証明 

願いについて」です。議案書１６ページをご覧ください。農地の生前一括贈与に伴う贈与税 

及び不動産取得税の納税猶予受けている受贈者は３年ごとに税務署及び長崎県に納税猶予 

の継続適用届書の提出を義務づけられています。提出された納税猶予継続適用届出書の添付 

書類として、引き続き農業経営を行なっている旨の証明書の提出が必要となっています。 

証明者の農地の面積は１番は９，９２７㎡、２番は１４，３６５㎡、３番２０，４４５㎡、 

４番２４，４７３㎡であり、１番から４番まで３年前の農地面積と変わりなく、耕作してい 

ることを確認しております。 

 

○議 長  

  ただ今、事務局より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。 

 

(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７１号の整理番号１番

から４番までについては、原案のとおり証明することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議 長 

  異議がないということですので、議案第７１号の整理番号１番から４番までの証明願いに

ついては、原案のとおり証明することといたします。 

 

○議 長 

次に、同議案の整理番号５番を議題といたします。ただし、この案件につきましては、平戸

市農業委員会総会会議規則第１９条による、議事参与の制限規定により「１番 蜜山 隆満」

委員の退席を求めます。 

 

（蜜山委員の退席を・確認してから） 
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○議 長 

それでは、事務局の提案説明を求めます。 

 

○事務局   

５番の証明者の農地の面積は１７，６４０㎡であり、３年前の農地面積と変わりなく、耕 

作していることを確認しております。 

 

○議 長  

  ただ今、事務局より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。 

 

(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７１号の整理番号５番

については、原案のとおり証明することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議 長 

  異議がないということですので、議案第７１号の整理番号５番の証明願いについては、原 

案のとおり証明することといたします。 

 

○議 長 

  それでは、「１番 蜜山 隆満」委員の入場を求めます。 

 

（蜜山委員の入場を・確認してから） 

 

《 議案第７２号 農地法第３条第２項第５号の規定による下限面積の設定について 》 

○議 長 

次に、議案第７２号「農地法第３条第２項第５号の規定による下限面積の設定について」

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   
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  議案第７２号「農地法第３条第２項第５号の規定による下限面積の設定について」です。 

議案書の１７ページをお願いします。下限面積は農地法によって定められておりますが、 

北海道でいいますと２ヘクタール、他は５０アールからとなっております。農業委員会が農 

林水産省令で定める基準に従って市町村の区域全部、または市町村の区域の一部についてこ 

れらの面積の範囲内で別段の面積を定めることができるというふうになっております。 

平戸市においては、一部の地区において別段面積の設定を行なっております。別段面積を 

定めるにあたって、先月資料を配布していましたが、基本的には旧町村単位での１０アール 

単位で農家戸数を割り出して、その中で経営耕地面積ごとに割合を出しております。概ね５ 

割近くの方が農地を保有している割合の部分で、下限面積として設定をしております。この 

ことから下限面積を適用する地域を平戸（度島含む）・津吉・志々伎・生月地区を３０アール、 

中津良・獅子地区を４０アールとし、それ以外の地区、中野・紐差・田平・大島地区は５０ 

アールとしております。それとは別に市内全域で空き家に付属した農地でＵ・Ｉターン者が 

空き家と共に農地を取得する場合は１㎡としております。 

 

○議 長  

  ただ今、事務局より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。 

 

○委 員 

  確認させてください。空き家バンクに付属した農地は１㎡からとなっていますが１アール 

ではなかったのですか。 

 

○事務局 

  １㎡からです。 

 

○議 長  

  他に、何かございませんか。 

 

(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７２号については、原

案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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（「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７２号については、原案のとおり決定いたします。 

 

《 議案第７３号 農作業賃金等の標準額（案）について 》 

○議 長 

次に、議案第７３号「農作業賃金等の標準額（案）について」を議題といたします。事務

局より提案説明を求めます。 

 

○事務局 

  議案第７３号「農作業賃金等の標準額（案）について」です。議案書１８ページをお開き

ください。長崎県の最低賃金は１時間あたり７６２円となっておりますが、農作業の賃金１

日８時間で６１００円となります。その他については昨年と同額です。 

（他、案の内容を説明。） 

 

○事務局長 

  補足説明をいたしますと、長崎県の最低賃金は昨年１０月に出ておりますので、１日８時 

間だと６１００円となります。市町村によっては改定を年２回行なっているところもありま 

す。１１月頃もう一度改定するのがよいのか、年度をまたぐのがよいのか、注意書きには最 

低賃金の改定云々とは書いておりますが、見ていただいているのかなと思っています。その 

辺をご審議お願いします。 

 

○議 長 

  ただ今、事務局より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。 

 

○委 員 

  ２回もするのは事務局も大変でしょうから、あまり雇用作業も聞いたことが無いが、年度 

またいででも、最低賃金が出た場合も特に問題も無いと思われます。 

 

○議 長  

  他に、何かございませんか。 
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(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７３号については、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 

  異議がないということですので、議案第７３号については、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。 

 

○議 長 

お諮りいたします。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 

ご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、これを議 

長に委任することに決しました。 

 

日 程・第６（閉 会） 

○議 長 

これをもちまして、平戸市農業委員会 平成３０年度 第１１回総会を閉会いたします。お疲れ

様でした。 

   

―  午前１０時４５分 終了 ― 

 

11．議事録の公開  

   公開する 
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12．会議配布資料の名称 

   農地法第３条調書 

   農地利用最適化アンケート調査の実施について 
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