
合志市農業委員会総会議事録 
 

１．開催日時 令和２年３月 10 日（火）午後１時 35分から午後２時 50分 

２．開催場所 合志市役所合志庁舎 ２階 大会議室 

３．出席委員（14人） 

 

 

４．欠席委員 

 

 

５．議事日程 

(１)議事録署名者 

(２)農家調査及び現地調査員 

(３)議案 

第１号議案 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

第２号議案 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

第３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

第４号議案 農業経営基盤強化促進事業における掘り起こしについて 

第５号議案 農地法第２条第１項の規定による農地に該当するか否かの判断につい 

      て 

第６号議案 あっせん委員指名について 

 

第１号報告 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用（届出）について 

 

６．農業委員会事務局職員 

局 長 衛 藤 文 明 

次 長 坂 上 範 行 

主 幹 武 田 直 子 

主 事 坂 本 晃 一  

会 長      14 番 福 嶋 求仁子 

会長職務代理者  1 番 大 薮 真裕美 

委 員      2 番 吉 川 幸 人 

〃        3 番 工 藤 信 夫 

〃        4 番 中 嶋 サツ子 

〃        5 番 衛 藤 彰 一 

〃        6 番 松 野 克 紀 

〃        7 番 吉 岡   近 

〃        8 番 平 野 昭 代 

〃        9 番 峯   隆 吉 

〃       10 番 嶋 田 昭 一 

〃       11 番 荒 木 安 孝 

〃       12 番 平 山 洋 生 

〃       13 番 村 上 裕 宣 

  なし 



○事務局長 それではまず、あいさつから始めます。恐れ入りますがご起立方お願いし

ます。 

 こんににちは。 

 ご着席ください。ただいまから、令和２年３月、今年度最後の農業委員会総会を

開催いたします。 

 開催にあたりまして、福嶋会長のほうから挨拶のほうをよろしくお願いします。 

 

○会長（福嶋求仁子君） 皆様、こんにちは。連日の報道であっておりますように、新

型コロナウイルスの感染防止のために、皆さんは本当に力を尽くしていらっしゃる

ことだと思っております。早期に鎮静化していただいて、通常の生活に戻れるよう

になれればいいと思っておるところでございますが、それもみんなお一人お一人の

皆さんの日ごろの予防が大切かと思いますので、ぜひ、農業委員の皆様方も、ぜひ

健康には留意をして過ごしていただきますようよろしくお願いいたします。 

 今回も議案のほうがたくさんあがっておりますので、慎重審議をいただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

 それから、マスクを付けていますので、発音が聞きとりにくいところもあるかと

思いますので、ご意見等、それから質問等ある場合には、必ずマイクを通して発言

いただきますようよろしくお願いいたします。 

 それでは、お願いいたします。 

 

○事務局長 ありがとうございました。 

 それでは、本日の総会の成立についてご報告いたします。 

 合志市農業委員会会議規則第６条に規定しております全員の委員がおそろいで

すので、本日の総会が成立することをご報告いたします。 

 では、この後の議事につきまして、会議規則に則りまして、会長の進行をお願い

します。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、会議前に注意事項を申し上げます。会議中の携帯

電話につきましては、電源を切られるかマナーモードにされますようお願いいたし

ます。また、会議中での委員の私語につきましては、慎んでいただきますよう併せ

てお願いいたします。特に何か質疑や質問がある場合には、挙手により発言するよ

うお願いいたします。 

 それでは、３番の議事に入ります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

（１）議事録署名者 

○議長（福嶋求仁子君） 議事録署名者につきましては、10番の嶋田委員、11番の荒木

委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

（２）農家調査及び現地調査員 

○議長（福嶋求仁子君） 農家調査及び現地調査員につきましては、２番の吉川委員、



５番の衛藤委員、７番の吉岡委員、９番の峯委員、以上４名の委員さん方へ適宜ご

意見をお伺いいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

（３）議案 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、議案に入ります。 

 第１号議案、農地法第３条第１項の規定による所有権移転につきまして上程いた

します。 

 事務局に説明を求めます。 

 

○事務局 それではご説明申し上げます。議案書１ページをお開きください。 

 第１号議案、農地法第３条第１項の規定による、所有権移転及び賃借権設定につ

いて、下記のとおり申請があったので承認を求める。令和２年３月10日提出、合志

市農業委員会会長、福嶋求仁子。 

 番号１、申請人の住所、氏名、土地の表示につきましては議案書のとおりとなっ

ています。申請の理由は規模拡大でございます。この方が、勤務先の関係で住所は

阿蘇市になっていますが、自宅は熊本市北区梶尾町にあられます。週４日自宅に帰

るため、畑へは自宅から通うということです。 

 続けて申請地の場所ですが、議案書、別紙１ページとなります。 

 図面中央斜線部分が申請地です。県道大津植木線の北側の農地です。 

 次に４ページをお開きください。これ以降はこちらの項目に沿ってご説明いたし

ます。 

 まず、第１号の全部効率利用要件についてですが、保有機械、労働力、技術面か

らみて耕作する農地のすべてを効率的に利用できると見込まれ、該当しません。 

 第２号の農地所有適格法人の要件ですが、譲受人は個人であり、該当しません。 

 第３号の信託要件は、信託ではないので該当しません。 

 第４号の農作業常時従事要件は、年間150日以上農作業を行うと見込まれ、該当し

ません。 

 第５号の下限面積要件につきましては、耕作面積が50ａ以上のため、該当しませ

ん。 

 第７号の地域との調和要件は、周辺農地への支障はないものと考えられ、該当し

ません。 

 以上、１号から７号まで該当する項目はないと思われます。 

 よろしくお願いします。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 事務局の説明に関連いたしまして、担当地区の７番、吉岡委

員さんに農家及び現地調査の結果並びに補足説明をお願いいたします。 

 

○７番（吉岡 近君） それでは、農家及び現地調査につきましてご報告します。 

 先日、推進委員、事務局と農家及び現地調査をいたしました。譲受人は、今後は

梅の木、露地野菜を栽培される予定ということです。特に問題はないと思います。

よろしくご審議をお願いいたします。 



 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございました。 

 ただいま事務局、委員さんからの説明が終わりました。この件に関しまして、農

業委員さんで何かご意見、ご質疑はございませんでしょうか。特に質問はございま

せんでしょうか。 

（なしの声あり） 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、ご質問、ご意見がないようでございます。 

 採決を行いたいと思います。 

 第１号議案、農地法第３条第１項の規定による所有権移転、番号１について、承

認することに異議がない方は挙手をお願いいたします。 

(挙手全員) 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございます。全員挙手でございます。 

 よって、第１号議案、農地法第３条第１項の規定による所有権移転、番号１は、

原案のとおり可決されました。 

 続きまして、第１号議案、農地法第３条第１項の規定による賃借権設定、番号１

につきまして上程いたします。 

 事務局に説明を求めます。 

 

○事務局 申請人の住所、氏名、土地の表示につきましては議案書のとおりとなってい

ます。申請の理由は新規就農でございます。 

 続けて申請地の場所ですが、議案書、別紙５ページとなります。 

 図面中央斜線部分が申請地です。県道熊本菊鹿線の東側の農地です。 

 次に８ページをお開きください。 

 まず、第１号の全部効率利用要件についてですが、保有機械、労働力、技術面か

らみて耕作する農地のすべてを効率的に利用できると見込まれ、該当しません。 

 第２号の農地所有適格法人の要件ですが、譲受人は個人であり、該当しません。 

 第３号の信託要件は、信託ではないので、該当しません。 

 第４号の農作業常時従事要件は、年間150日以上農作業を行うと見込まれ、該当し

ません。 

 第５号の下限面積要件につきましては、耕作面積が50ａ以上のため、該当しませ

ん。 

 第７号の地域との調和要件は、水稲を作付けする予定であり、周辺農地への支障

はないものと考えられ、該当しません。 

 以上、１号から７号まで該当する項目はないと思われます。 

 よろしくお願いします。 

 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございました。 

 事務局の説明に関連いたしまして、担当地区の２番、吉川委員さんに農家及び現

地調査の結果並びに補足説明をお願いいたします。 

 



○２番（吉川幸人君） それでは、農家及び現地調査につきましてご報告いたします。 

 先日、私と事務局で農家及び現地調査をいたしました。今回の申請は新規就農で

すが、特に問題はないと思います。 

 よろしく審議をお願いいたします。 

 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございました。 

 事務局、委員さんからの説明が終わりました。 

 この件に関しまして、農業委員さんで質問とかございませんでしょうか。質問は

ございませんか。 

 それでは、大薮委員から質問いたします。 

 

○１番（大薮真裕美君） 下限面積の件なんですが、合志市の場合はここで許可したと

しても、菊陽町のほうで許可できなければこの50ａは超えないんじゃないかと思う

んですけど、菊陽町のほうはどうなっておりますでしょうか。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、事務局のほうからお願いいたします。 

 

○事務局 すみません、説明が足りませんで申し訳ございませんでした。 

 菊陽町も今月、同時に新規就農で申請があがっておりまして、同時に菊陽町が21

ａ同時申請中になっていますので、合わせて50ａ超えるというところで申請をして

いただいています。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 菊陽町のほうでも20ａ申請が出ているということですね。こ

れは、菊陽町は許可が出たのでしょうか。 

 それでは事務局お願いします。 

 

○事務局 補足説明をいたします。 

 菊陽町にも同時に申請中でございまして、菊陽町でも本日総会が開催されており

ます。菊陽町も同じ状況で、合志市が許可できなければ下限面積要件を満たすこと

が出来ず、許可できません。ですので、条件付きで、菊陽町が許可判断なら下限面

積をクリアできますのでＯＫですというところで、許可の判断をしていただければ

と。そのあとにつきましては、双方連絡を取り合って、お互いＯＫになりましたと

いうことになれば、許可書のほうを交付するという段取りをとりたいと思います。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 事務局のほうからの説明が終わりました。 

 特に皆さんのほうから質問ございませんでしょうか。 

 それでは吉川委員。 

 

○２番（吉川幸人君） その土地の補足説明をさせていただきますと、今度新たに作ら

れる方の土地の周辺は、私が管理している農地に隣接していますし、先日も再度現

場を見に行きましたところ、間口等もきれいに片付けながら、徐々に管理作業され

ているなあというようなところでございます。まだ直接会っていませんので、どん



な形なのか私もわかりませんけれども、ちょっと条件の悪いところではありますけ

れど、そんなところで野菜といっても根ものですから、そんな難しいものではない

ので、彼が荒地をきれいにしてくれるんだったら非常に助かるなあと思っておりま

す。以上です。 

 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございます。 

 衛藤委員さん、どうぞ。 

 

○５番（衛藤彰一君） すみません、今、吉川委員さんの説明で、その前の話で、菊陽

のほうも合志の判断次第ということになったら何も決まらないと思ったので手を

上げさせてもらったんですけども、今、吉川委員さんのお話を聞いて、それであれ

ば土地の多いほうの農業委員会のほうが、そう周りの吉川委員さんがおっしゃると

おりにやっていかれる、菊陽のほうも、もしかしたら同じ判断をされて、合志が通

ればみたいなことを言われたら、結局この話は何も成立しないのかなと思いました

ので手を上げさせてもらったんですけど、そのへんは今のお話を聞いてよろしいか

と思っています。 

 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございます。 

 その他、皆さんでご質問はございませんでしょうか。 

 今回、権利取得の理由で新規就農でなっておりますけれども、今、吉川委員さん

のほうからもお伝えいただいたんですけれども、期間が１年となっております。１

年様子をみるという形であるかと思いますので、皆さんにしっかり見ていただいて、

吉川委員さんのほうにもよくいつも目を配っていただいて、指導をしていただけれ

ばと思っております。 

 その他ございませんでしょうか。それでは、質問ないと認めてよろしいでしょう

か。 

（なしの声あり） 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、ご質問、ご意見がないようでございます。 

 採決を行います。 

 第１号議案、農地法第３条第１項の規定による賃借権設定、番号１について、承

認することに異議がない方は挙手をお願いいたします。 

(挙手全員) 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございます。全員挙手でございます。 

第１号議案、農地法第３条第１項の規定による賃借権設定、番号１は、原案のとお

り可決されました。 

 続きまして、第２号議案、農地法第４条第１項の規定による農地の転用につきま

して上程いたします。 

 事務局に説明を求めます。 

 

○事務局 それでは説明申し上げます。議案書の２ページをお願いいたします。 



 第２号議案、農地法第４条第１項の規定による農地の転用について、下記のとお

り申請があったので承認を求める。令和２年３月10日提出、合志市農業委員会会長、

福嶋求仁子、記 

 番号１の申請人、土地の表示、地目、面積につきましては議案書に記載してある

とおりです。 

 転用目的は牛舎への転用です。 

 議案書別紙の９ページをお願いします。図面中央やや左側の太枠斜線部分が今回

の申請地です。県道大津西合志線の北側、上古閑区の集落の南側に位置する農地で

す。 

 次の10ページが申請地の現況です。 

 次の11ページが配置図です。申請者は畜産業を営む法人で、経営規模拡大のため、

既存の牛舎の隣に位置する当該申請地に新たに牛舎３棟を新設する計画です。 

 12ページをお願いします。まず、（１）の立地基準についてですが、申請地は農

振農用地区域内にある農地であり、原則許可することはできませんが、農振法の規

定に基づき農業用施設用地に用途変更されているため、農振法に規定する農用地利

用計画に指定された用途に該当し許可可能です。 

 （２）の一般基準についてですが、１の資力及び信用については、金融機関発行

の残高証明書の添付があり、事業費以上の資金があることを確認しております。 

 ３の遅滞なく供することの妥当性については、事業計画書に基づく配置計画図等

も添付されており、許可後直ちに事業に着手し、令和２年12月末日までに竣工の予

定であり問題ないと思われます。 

 ６の計画面積の妥当性については、施設の配置及び規模に不合理な点は見当たら

ず問題ないものと思われます。 

 ８の周辺農地等に係る営農条件への支障の有無については、地元委員さんと事務

局とで現地調査を行い問題ないことを確認しております。 

 10の法令により義務付けられている行政庁との協議の進捗状況については、水質

汚濁防止法に基づく特定施設設置届出を菊池保健所に提出し、受理済であることを

確認しております。 

 以上でございます。 

 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございます。 

 事務局の説明に関連いたしまして、担当地区の７番、吉岡委員さんに、現地調査

の結果並びに補足説明をお願いいたします。 

 

○７番（吉岡 近君） それでは、現地調査につきまして報告します。 

 令和２年２月28日の午前、私と推進委員、農業委員会職員と現地調査を行い、内

容等をお聞きしました。農地法の許可要件につきましては、事務局より説明があり

ましたとおりでございます。 

 今回の申請は、申請人が牛舎として農地を転用するものでございます。何ら問題

はないかと思います。 

 よろしくご審議のほうをお願いいたします。 

 



○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございました。 

 ただいま事務局、委員さんからの説明が終わりました。この件に関しまして、農

業委員さんで何かご意見、ご質疑はございませんでしょうか。質問はございません

でしょうか。 

（なしの声あり） 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、ご質問、ご意見がないようでございますので、採

決を行います。 

 第２号議案、農地法第４条第１項の規定による農地の転用について、承認するこ

とに異議がない方は挙手をお願いいたします。 

（挙手全員) 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございます。全員挙手でございます。 

 よって、第２号議案、農地法第４条第１項の規定による農地の転用については、

原案のとおり可決されました。 

 続きまして、第３号議案、農地法第５条第１項の規定による農地の転用、所有権

移転につきまして上程いたします。 

 番号１について、事務局に説明を求めます。 

 

○事務局 それでは説明申し上げます。議案書の３ページをお願いいたします。 

 第３号議案、農地法第５条第１項の規定による農地の転用について、下記のとお

り申請があったので承認を求める。令和２年３月10日提出、合志市農業委員会会長、

福嶋求仁子、記 

 所有権移転番号１の譲受人、譲渡人、土地の表示、地目、面積につきましては議

案書に記載してあるとおりです。 

 転用目的は宅地分譲12区画への転用で、売買による所有権の移転です。 

 議案書別紙の15ページをお願いします。図面中央の太枠斜線部分が今回の申請地

で、点線囲みの部分は、計画地のうち農地転用許可申請が不要な山林と宅地の分部

です。 

 次の16ページが申請地の現況です。 

 次の17ページが配置図です。申請者は不動産業を営む法人で、都市計画法の集落

内開発区域内にある当該農地及び隣接する山林と宅地を売買により取得し、宅地分

譲地12区画を整備し、販売する計画です。 

 18ページをお願いします。まず、（１）の立地基準についてですが、次の19ペー

ジにお示ししておりますとおり、約７㏊の農地が連たんした区域内に存在しますこ

とから、農地区分は、農業公共投資の対象となっていない10㏊未満の小集団の生産

性の低い農地に該当するため、第２種農地となり、許可可能です。 

 （２）の一般基準についてですが、１の資力及び信用については、金融機関発行

の融残高証明書の添付があり、事業費以上の資金があることを確認しております。 

 ３の遅滞なく供することの妥当性については、事業計画書に基づく配置計画図等

も添付されており、許可後直ちに事業に着手し、令和３年３月末日までに竣工の予

定であり問題ないと思われます。 



 検討事項４につきましては、都市計画法に基づく開発許可の申請手続きに向けて

の準備を進められている状況です。 

 ５の農地以外の土地の利用見込みについては、隣接する山林及び宅地を含めた総

事業面積3,096㎡の計画であり、特段問題点は見当たりません。 

 ６の計画面積の妥当性につきましては、各分譲地の面積に不合理な点は見当たら

ず問題ないものと思われます。 

 ７の宅地の造成のみを目的する場合の妥当性につきましては、建築条件付売買予

定地としての要件であります、「転用事業者が住宅12棟の建設まで含めた当該転用

事業の全てを実施するために必要な資力及び信用があること」、「土地購入者との間

において、自己又は自己の指定する建設業者一定期間内に建築請負契約を締結する

ことを誓約してあること」等の各要件を満たしているため例外規定に合致し、許可

可能です。 

 ８の周辺農地等に係る営農条件への支障の有無については、地元委員さんと事務

局とで現地調査を行い問題ないことを確認しております。 

 10の法令により義務付けられている行政庁との協議の進捗状況については、都市

計画法第32条に基づく同意協議に向けての準備を進められている状況です。 

 以上でございます。 

 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございます。 

 事務局の説明に関連いたしまして、担当地区の９番、峯委員さんに、現地調査の

結果並びに補足説明をお願いいたします。 

 

○９番（峯 隆吉君） それでは、現地調査につきまして報告します。 

 令和２年２月28日の午前、私と推進委員さんと農業委員会の職員とで現地調査を

行い、内容等をお聞きしました。農地法の許可要件につきましては、事務局より説

明があったとおりでございます。 

 今回の申請は、譲受人が宅地分譲12区画として農地を転用するものでございます。

申請地は第２種農地であり、何ら問題はないかと思います。 

 よろしくご審議の方をお願いいたします。 

 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございました。 

 ただいま事務局、委員さんからの説明が終わりました。この件に関しまして、農

業委員さんで何かご意見、ご質疑はございませんでしょうか。質問はございません

か。採決を行ってもよろしいでしょうか。 

（なしの声あり） 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、ご意見、ご質問がないようでございますので、採

決を行います。 

 第３号議案、農地法第５条第１項の規定による農地の転用、所有権移転、番号１

について、承認することに異議がない方は挙手をお願いいたします。 

（挙手全員) 



○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございます。全員挙手でございます。 

 よって、第３号議案、農地法第５条第１項の規定による農地の転用、所有権移転、

番号１は、原案のとおり可決されました。 

 続きまして、第３号議案、農地法第５条第１項の規定による農地の転用、所有権

移転、番号２につきまして上程いたします。 

 事務局に説明を求めます。 

 

○事務局 それでは説明申し上げます。議案書の３ページをお願いいたします。 

 所有権移転番号２の譲受人、譲渡人、土地の表示、地目、面積につきましては議

案書に記載してあるとおりです。 

 転用目的は個人住宅への転用で、贈与による所有権の移転です。ちなみにお二人

の関係は義理の兄弟ということです。 

 議案書別紙の21ページをお願いします。図面中央の太枠斜線部分が今回の申請地

で、市役所及びヴィーブルの北東側、竹迫郵便局の西側に位置する農地です。 

 次の22ページが申請地の現況です。 

 次の23ページが配置図です。申請者は個人で、都市計画法の集落内開発区域内に

ある当該農地を贈与により取得し、２階建て住宅１棟及び駐車場を整備する計画で

す。 

 24ページをお願いします。まず、（１）の立地基準についてですが、次の25ペー

ジにお示ししておりますとおり、おおむね10㏊以上の規模の一団の農地の区域内存

在する農地であることから、第１種農地となり、原則転用することはできませんが、

例外規定の、住宅その他申請地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は

業務上必要な施設で、集落に接続して設置されるものに該当するため許可可能です。 

 （２）の一般基準についてですが、１の資力及び信用については、金融機関発行

の残高証明の添付があり、問題ありません。 

 ３の遅滞なく供することの妥当性については、事業計画書に基づく配置計画図等

も添付されており、許可後直ちに事業に着手し、令和３年３月末日までに竣工の予

定であり問題ないと思われます。 

 検討事項４につきましては、都市計画法に基づく開発許可の申請手続きに向けて

の準備を進められている状況です。 

 ６の計画面積の妥当性については、住宅の配置及び規模に不合理な点は見当たら

ず問題ないものと思われます。 

 ８の周辺農地等に係る営農条件への支障の有無については、地元委員さんと事務

局とで現地調査を行い問題ないことを確認しております。 

 10の法令により義務付けられている行政庁との協議の進捗状況については、都市

計画法第32条に基づく同意協議書が合志市都市計画課に提出済であり、既に同意が

取れていることを確認しております。 

 以上でございます。 

 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございました。 

 事務局の説明に関連いたしまして、担当地区の５番、衛藤委員さんに現地調査の

結果並びに補足説明をお願いいたします。 



 

○５番（衛藤彰一君） 現地調査につきまして報告いたします。 

 令和２年３月２日の午前、私と推進委員さん、農業委員会職員さんと現地調査を

行い、内容等をお聞きしました。農地法の許可要件につきましては、事務局より説

明がありましたとおりでございます。 

 今回の申請は、譲受人が個人住宅として農地を転用するものでございます。申請

地は第１種農地ですが、集落に隣接しているため、何ら問題はないかと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございました。 

 ただいま事務局、委員さんからの説明が終わりました。この件に関しまして、農

業委員さんで何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。特にございませんか。 

（なしの声あり） 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、採決を行います。 

 第３号議案、農地法第５条第１項の規定による農地の転用、所有権移転、番号２

について、承認することに異議がない方は挙手をお願いいたします。 

（挙手全員) 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございます。全員挙手でございます。 

 よって、第３号議案、農地法第５条第１項の規定による農地の転用、所有権移転、

番号２は、原案のとおり可決されました。 

 続きまして、第４号議案、４号議案に入ります前に、委員の議事参与の制限を規

定する農業委員会等に関する法律第31条の規定によりまして、委員は、自己または

同居の親族もしくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与すること

ができないとなっております。つきましては、その当事者であります１番の大薮委

員さんは、議案審議が終了するまで退席をお願いいたします。 

 続きまして、第４号議案、農業経営基盤強化促進事業における掘り起こしにつき

まして上程いたします。 

 事務局に説明を求めます。 

 

○事務局 それではご説明をいたします。４ページをお開きください。 

 第４号議案、農業経営基盤強化促進事業における掘り起こしについて、下記のと

おり取りまとめたので承認を求める。令和２年３月10日提出、合志市農業委員会長、

福嶋求仁子、記、別紙のとおり 

 次の５ページをお開きください。 

 令和２年第３回の農用地利用集積計画総括表につきまして左側の区分、今回から

ご説明いたします。 

 利用権設定、存続期間10年の田が27,350㎡、畑は36,657㎡でしたので合計64,007

㎡でございます。５年の田が16,761㎡、畑は25,767㎡でしたので合計42,528㎡でご

ざいます。３年の田が2,158㎡でございます。 

 今回の田の小計は46,269㎡、畑の小計は62,424㎡でしたので合計108,693㎡でご



ざいます。 

 続きまして、右側の利用権設定の本年累計、暦年につきましてご説明をいたしま

す。 

 田の小計は66,682㎡、畑の小計は168,615㎡で合計235,298㎡でございます。 

 一番下、左側の所有権移転につきましてご説明をいたします。 

 今回の畑は7,870㎡でございます。 

 続きまして右側の所有権移転の本年累計につきましてご説明をいたします。 

 田の小計は０㎡、畑の小計は19,562㎡で合計19,562㎡でございます。 

 以上、第４号議案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。 

 次の６から11ページ中段までは、各自でご確認をお願いいたします。 

 次に、11ページ下段の農地法第18条第６項の規定、合意解約による通知書の集計

を報告いたします。 

 今回の合意解約件数は、５件、29,351.48㎡でございます。 

 内契約予定件数は、５件、29,351.48㎡でございます。 

 内契約が無い件数、０件、０㎡でございます。 

 これで説明を終わります。 

 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございます。 

 ただいま事務局からの説明が終わりました。何かご質疑はございませんでしょう

か。 

 はい、〇〇委員さん。 

 

○〇番（〇〇君） 利用権設定の件ですけれども、18番です。この件に関して、今、裁

判所で調停中なんです。あと一、二回で決着しそうな気配なので、今これを設定し

て10年間動けないようにしてありますので、これは外してもらいたいと思います。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 事務局よろしいでしょうか。お願いいたします。 

 

○事務局 今の件につきまして、農業委員会で受け付けをする以上、現在の所有者は誰

なのかというのは確認しております。現在の所有者の方がこの方に貸します、借り

手の方もその年数借りますということで申請されている以上、こちらはそれを受け

ませんということが手続き上できるのかどうかですね。権利がある方が申し出られ

ている以上、それは受け付けるのが当然だろうというふうに思っております。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 〇〇委員さん。 

 

○〇番（〇〇君） ただ、これが決定されて、もしも相続、名義が変わった場合はどう

なるんですか。そこの件をきちっと回答してお願いします。回答してください。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 事務局、お願いいたします。 

 



○事務局 ご承知のとおり、耕作者の権利は守られるということになっておりますので、

地権者の方が変わろうが、耕作者の方は引き続き次の所有者の方にその権利を主張

できるということになります。ですので、じゃあ次の所有権移った方が、いやもう

貸しませんということになれば、借り手の方との話し合いになるかと思います。以

上です。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 〇〇委員さん。 

 

○〇番（〇〇君） じゃあ貸さなくてもいいわけね、もし、これははっきり言って貸さ

ないというほうで決まっているんですから、この調停が終われば。その点をきちっ

としてないと私も何とも言えない。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 事務局、お願いいたします。 

 

○事務局 ただ、現在の所有者の方から、権利を有する方から申請出されているものを、

不許可とできるその根拠があるのかどうか、それはないと思うんですね。権利を有

している方が申し出られているので、と思いますけれども。 

 

○〇番（〇〇君） それじゃあ10年も他の人に貸さなきゃいけないということになるわ

けですか。それを認める権限は農業委員会にあるんですか。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 事務局、どちらも合意の上でこれは書類が出ているというこ

とでしょうか。 

 

○事務局 はい。もちろんその用紙には現在の地権者の方、そして借りる方がお名前書

いて印鑑を押していただくということになっておりますので、当然その権利を有す

る方からこの方に貸しますと出てきたものを、いや駄目ですと言えないと思うんで

すよね。たまたま今回の案件については、〇〇委員さんが詳しい事情をご存じだっ

たということだと思いますけど、他の件についてもですね、もしかして色々とそう

いうことがあるかもしれないんですよね。そこまで全部調べて議案にあげるという

のは、調べようもないですし、はっきり言って無理ですので、今の権利を有する方

から出てきた分については、そのまま議案審議いただくしかないのかなあと思いま

す。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 吉川委員さん。 

 

○２番（吉川幸人君） 今おっしゃるのはわかりますけれども、全部調べて難しいとい

うのはわかりますけれども、現在調停中というとで、そういう情報がある程度わか

っているのに、貸します、借りますというからと言うのは、ちょっとその調停がは

っきりしてからどうするかというふうにして、一時保留にするとか、そういうふう

にしないとちょっとややこしくなるんじゃないですか。それを質疑しながらするた

めの委員会でしょう。 



 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、平野委員さん、お願いいたします。 

 

○８番（平野昭代君） すみません、ちょっとよくわからないところが、貸人のところ

にこの個人の方のお名前があがっているんですけれども、この方の権利、登記簿上

の権利がこの方にあるのかどうかなんですけど、所有権の、それは登記簿を確認さ

れての所有者ということでしょうか。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 恐れ入りますがマイクを使ってお願いいたします。 

 

○〇番（〇〇君） 遺産相続の件で、この貸人が生前に、このご主人が亡くなる前に生

前にみんな移転登記したわけなんですよ。ですから、１年前から調停を始めておる

んですよね。 

 

○８番（平野昭代君） じゃあこの、すみません貸人のところにお名前があがっている

方は、亡くなられた方の配偶者の方。 

 

○〇番（〇〇君） 配偶者です。 

 

○８番（平野昭代君） 他にも相続人がいらっしゃるということ。 

 

○〇番（〇〇君） 他にもいます。３人おります。 

 

○８番（平野昭代君） その他の相続人の方とまた。 

 

○〇番（〇〇君） 他の相続人も一緒に調停をやっているんですよ。代表で１人の方か

ら、それを代表でやっておられるんですよ。 

 

○８番（平野昭代君） これですね、利用権設定、これは貸し借りですよね。貸し借り

の場合は、その相続人の半分以上が賛成すれば貸し借りは成立すると思うんですけ

れども。 

 

○〇番（〇〇君） 相続人は賛成していません。 

 

○８番（平野昭代君） 相続人は賛成されていない。 

 

○〇番（〇〇君） していません。 

 

○８番（平野昭代君） 実際その相続の手続きは終わっていないということですか。所

有権はこの方にはないということですか。 

 

○〇番（〇〇君） 今の名義人はこの人ですけれども、今、調停中で、その土地がどう



揺れ動くかというのはちょっとわからないですけれども。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい事務局、お願いします。 

 

○事務局 こちらの貸人の方なんですけれども、その生前贈与のところで所有権が今の

この貸人の方に移っていることも確認がとれたので、名義も貸し人の方に変わって

いるところで確認をしたので、正しく所有者の方から、こちらの借人の方に貸し借

りを結ぶという形で書類をいただいておりました。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、平野委員さん。 

 

○８番（平野昭代君） すみません、それであれば第三者から見て、その所有者はこの

方であるという判断ができると思うんですね。なので、今回の場合は、この場では

問題がなければその貸し借り、この契約上は成立するんじゃないかなあとは思うん

ですけど、あとは裁判所が判断したときに、それをまた逆に戻すという手続きが出

てくると思うんですね。もしかしてその所有権が他の方に移った場合にはまた、そ

のときにそれはまた別問題として考えればいいんじゃないかと思います。 

 今回は何の問題もないと思うんですよ。この方と借人の方との話で、契約上は。

実際、その登記簿上の所有者というのが、この貸人の方になっているのであれば、

この場では問題はないとは思うんですけれども。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 〇〇委員さん、今の説明でわかりましたでしょうか。ご納得

いただけたでしょうか。 

 

○〇番（〇〇君） そこはわかるんですけども、その次の10年というのがどうできるん

ですかということですね。だって今、調停中というのはわかっていることですから、

もしも調停中で名前が変わった場合、そのままやるということはないもんですから。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 基盤強化の中では最低何年、１年。 

はい、吉川委員さん。 

 

○２番（吉川幸人君） これは土地の名義、持ち主は〇〇さん、所有権はそういうふう

になっているの。なってその△△さんとの話ができているのであれば、これは通さ

ないといけないだろうし、そのあとに、△△さんは私もよく知って、一生懸命頑張

っておられる方ですから、事情を説明しといて、もし調停でこういうふうにトラぶ

ったとき、この畑だけは貸さないよと持ち主が言われたときはですよ、これを話せ

ばいいだけの話でしょう、所有権。解約すればいいわけでしょう、その土地を。 

 

○〇番（〇〇君） 解約したときに、お金が発生してるけん。 

 

○２番（吉川幸人君） 違約金払わんといかんです。 

 



○〇番（〇〇君） それが、元のこの人が払うて言いなんならよかです。 

 

○２番（吉川幸人君） こういう事情、状況をちゃんと△△さんにも報告してですよ、

そして契約金は来るけれど、もしまた違約になったときは、またそれは払い戻さな

いといけませんよということを、条件付きで理解された上で承認というふうにした

ほうが、あとトラブルがないんじゃないかなと思います。 

 

○〇番（〇〇君） そういうふうにせんと、それか貸すほうが借りたほうのお金も払っ

てくれるという条件にせんと、10年という銭は高いけんですね。大きいけん、それ

と面積も広いので、局長が説明すっとわかろうけん。 

 

○事務局長 今、現に〇〇さんに登記簿ではなっていると。権利的にはその〇〇さんで

あるので、今、調停中といえども、その権利があるので、それはさっき吉川委員が

言われたように、そうせざるを得ないのかなあとは思います。ただ、調停でどう、

他の者に変わったとなったときに、その方がもう解約しますとなったときは、先ほ

ど言われたように解約とかしていただいて、そういうふうな形になるかと思います。

あと、違約の助成金あたりが出ればですね、そのへんあたりの話をして、こちらの

事務局のほうからそちらに、△△さんのほうにお話をして、上でする形ではどうだ

ろうかと思いますけれども。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 今の事務局の説明でよろしいでしょうか、〇〇委員。 

 

○〇番（〇〇君） それじゃあ調停が終わった時点で、名義が変わった時点で解約でき

るという条項をちゃんと示しとけばそれは構いませんけれども、それができなけれ

ばやっぱり、あと一、二回で調停ができて、それを貸す人が、新しく名義になった

人が絶対いやだと言っているんですから、そこの気持ちがわからないといかんのじ

ゃなかろうかと思います。これはいろんな複雑な絡みがありますから、この人には

貸さないということでもう一致してるんですよ。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、衛藤委員さん。 

 

○５番（衛藤彰一君） すみません、私もあんまり詳しくはないんですけれども、契約

上はやはり皆さんおっしゃるとおり、私はこの場合の解約についてのいろんな条件

というのは、やはり事務局のほうが詳しいと思いますけれども、ただ、借りている

人の強みじゃないけどありますよね。ですから、確かに〇〇委員さんのおっしゃる

のもわかりますけれども、現状ではやはりこの契約については成立すると思います。 

 あと、この解約について、じゃあこの場で解約のことについては、恐らく議論は

できないんではないかなあと思うんですよ。それについては法律上なのか、そうい

う規約上なのかは私もわかりませんけれども、恐らく何かがあると思いますので、

そのへんはその当事者の方と裁判の結果次第でお話しするかなんかでないと、ここ

で今、〇〇委員さんのおっしゃることは、私も知り合いでそうだったら個人的には

そう思いますけれども、やはりこの場でその個人的な部分を言うんじゃなくて、ま



ずは契約の成立、あとは、解約するときは解約のやり方とかいうのはあると思うの

で、このへんをまた詳しく事務方といろいろ相談していただいて、契約したときに

もらった金は、解約するときに返すというのは私たちでもやっていますが、解約し

たことないんですけど、それはもらった金は、途中解約だったら返さなきゃいけな

いよというのは、大体借りたときに皆さん方ご存じだと思うので、この解約の仕方

について、ここで議論することではちょっと違うのかなとはいうふうに思います。 

 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございます。 

 まだ中身が、〇〇委員さんの申立ての中身が十分にわかっていないという感じの

ところも、それは心情的なものかもしれませんけれども、あるかと思いますけれど

も、法律上というか、この基盤強化の仕組みそのものにとりましては、現在のこの

状態でお受けするという形でいかがでしょうか。それで調停のほうが整いまして、

所有権が変わった場合には、もう一度事務局のほうと相談をしていただく、所有権

変わった方と相談をしていただくという形で、この貸人のほうの方にも借人の方の

ほうにも、〇〇委員さんのほうから助言をしていただくということではいかがでし

ょうか。調停がいつぐらいに結ばれるかということは、まだわからないのでしょう

か。 

 

○〇番（〇〇君） ４月の20日前後だったと思います。 

 

○議長（福嶋求仁子君） ４月の20日前後に出るのではないかと。 

 

○〇番（〇〇君） もうＡ案、Ｂ案が出て、どちらが取るかというので、そこまできて

いますので、だから今決定するよりも裁判が決着してから決定したほうがいいんじ

ゃなかろうかと思います。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 事務局の意見を伺いたいと思いますが、現在この基盤強化で

書類があがってきていますので、あがってきたものを正当な理由なしに取り下げる

ということはできないかと思いますので、事務局のほう、その点いかがでしょうか。 

 

○事務局 そうですね、繰り返しになりますけれども、現在の権利を有する方、地権者

の方と借り手の方が、10年間の貸し借りですということで、双方名前を書いて印鑑

を押されているのをですね、こちらから、いやいや10年は長すぎますというのもな

かなか言えないと思います。 

 あとは合意解約、普通、解約する場合は、双方が納得して双方が印鑑を押して解

約しますという合意解約ですね、その方法では解約はできるんですけれども、他の

解約のやり方としては、地権者の方が一方的にもう返してくれという、そういう解

約は通常できないんですけれども、事情がある場合は、農地法の規定に基づいて、

県に申し出ていただいて、最終的には県知事の裁定を受けるというやり方があった

かと記憶しております。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 難しい判断ですね。はい、〇〇委員。 



 

○〇番（〇〇君） 知事の許可というのは、よほどのことをしないとなかなか通らない

と思うんですよね。ましてや10年ですから、10年も固定されたらこちらのほうとし

ても何とも言いようがないです。ただ、事務局の言うことはわかります。やっぱり

事務局がはっきり言って、解約のある程度条件を付けてやるか、一、二回遅らかす

か、それくらいはできるんじゃなかろうかと思います。はっきり言って例外も出て

いると思いますので。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、衛藤委員さん。 

 

○５番（衛藤彰一君） 何回も申し訳ありません。内容的に〇〇委員さんが何らかのご

相談を受けているかと思うんですけども、この場で議論する以前に、この〇〇さん

ご本人が契約したいということであるのであれば、それは〇〇さんと相談をして、

ここに上がってくる前のお話のような気もするんですよ。確か事務局が、私も、私

の知っている限り、やはり片方だけが解約すると言っても解約成立しない部分はあ

ると思いますので、まずここに上がってきている以上はここの書類ですので、その

方々、周りの方々が、今度は〇〇さんの契約について、ここに出てくる前にご相談

もしていただいてたほうがいいのかなあと思うんですね。ここに上がってきた以上、

私らはどうすることもできないのかなあという気がします。 

 

○〇番（〇〇君） 相談するといってもですね、みんな知らない間に出てきたんですよ。

それははっきり言って事務局のほうは知っていると思います。そうでしょう。事務

局知ってますか。 

 

○事務局 調停中というのは以前お伺いしていたところだったんですけれども、こちら

の貸人さん、借人さんが来られて書類を出されて、そのあとですね、以前ちょっと

お伺いしていた関係の方、それこそ調停をされている方なんですけれども、そちら

の方からも、この貸し借りの書類は出しといてくださいということでご連絡を受け

たので、ということであれば何もなく通せるというところでお出ししたところだっ

たです。 

 

○５番（衛藤彰一君） だったら別に問題ないでしょう。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、今回ここに上がってきておりますので、これに対

して法律上に何ら農地法に関しましても間違ったところはないということですの

で、皆さんで採決を取らせていただきます。今、皆さん方からいろいろなご意見が

出ましたので、そのあたりのところで、調停が済んだあとにもう一度当事者同士で

しっかり話をしていただいて、そのあとでの結論ということでよろしいでしょうか。 

 それでは、採決を取らせていただきます。 

 第４号議案、農業経営基盤強化促進事業における掘り起こしにつきまして、採決

を行いたいと思います。承認することに異議がない方は挙手をお願いいたします。 



(挙手多数) 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございます。11名の挙手でございます。 

 第４号議案、農業経営基盤強化促進事業における掘り起こしにつきましては、原

案のとおり可決されました。 

 第４号議案の審議が終わりましたので、退席中の大薮委員さんは着席されますよ

うご案内申し上げます。 

 続きまして、第５号議案、農地法第２条第１項の規定による農地に該当するか否

かの判断につきまして上程いたします。 

 事務局に説明を求めます。 

 

○事務局 それではご説明申し上げます。議案書の12ページをお願いいたします。 

 農地法第２条第１項の規定による農地に該当するかどうか、要は農地か非農地か

の判断について、審議の上、意見を決定いただくものです。 

 今回の案件は議案書に記載しております２件で、先月、継続審議となりました案

件です。この２筆につきましては、昨年夏に実施いたしました利用状況調査におき

まして、山林化がかなり進んだ農地であることを確認し、県からの荒廃農地調査で

もＢ分類として報告を行ったところでございます。国からの通知によりますと、荒

廃農地Ｂ分類と判断した農地については、再生すべき農地なのか、又は非農地化し

ても差し支えない農地なのか、速やかに判断して次の対応を行うよう求められてい

るところです。 

 この２筆の農地につきましては、農業公共投資はされておらず、農振農用地でも

なく、経営所得安定対策等の国の補助金の対象となっていないため、非農地と判断

することに特段支障はないものと思われます。 

 なお、非農地判断となりました場合には、法務局、県、市税務課にその旨を通知

し、併せて地権者の方に地目変更登記をされるよう通知することになります。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

 

○議長（福嶋求仁子君） ただいま事務局からの説明が終わりました。この件に関しま

して、先月、皆さんに現地調査を行っていただきましたが、それを踏まえて委員さ

ん方で、何かご意見やご質疑などはございませんでしょうか。特にご質問はござい

ませんでしょうか。 

（なしの声あり） 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、ご質問、ご意見がないようですので、採決を行い

ます。 

 第５号議案、農地法第２条第１項の規定による農地に該当するか否かの判断につ

きまして、原案どおり非農地とすることに異議がない方の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員) 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございます。全員挙手でございます。 

 よって、第５号議案、農地法第２条第１項の規定による農地に該当するか否かの



判断につきましては、原案のとおり可決されました。 

 続きまして、第６号議案に入ります前に、委員の議事参与の制限を規定する農業

委員会等に関する法律第31条の規定によりまして、委員は、自己または同居の親族

もしくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない

となっております。つきましては、その当事者であります〇番の〇〇委員さんは、

議案審議が終了するまで退席をお願いいたします。 

 それでは、第６号議案、農地のあっせん委員の指名につきまして上程いたします。 

 事務局に説明を求めます。 

 

○事務局 議案書14ページをお開きください。 

 第６号議案、農地のあっせん委員指名について、下記のとおり指名する。令和２

年３月10日提出、合志市農業委員会長、福嶋求仁子、記 

 番号１、あっせん申出者の住所、氏名、申出内容、土地の表示につきましては議

案書のとおりとなっています。 

 続けて申請地の場所ですが、15ページをお開きください。 

 図面中央太枠斜線部分が申請地です。県道住吉熊本線の西側の農地です。 

 あっせん委員についてですが、申請地区担当の福嶋委員さん、橋本推進委員さん

にお願いします。 

 以上で説明を終わります。 

 

○議長（福嶋求仁子君） ただいま事務局から説明が終わりましたが、何か質疑はござ

いませんでしょうか。特に質問はございませんか。 

（なしの声あり） 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、ご質問、ご意見がないようでございますので、採

決を行います。 

 第６号議案、農地のあっせん委員の指名につきまして、承認することに異議がな

い方の挙手をお願いいたします。 

(挙手全員) 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございます。全員挙手でございます。 

 あっせん委員におかれましては、大変ご苦労でございますが、よろしくお願いい

たします。 

 第６号議案の審議が終わりましたので、退席中の〇〇委員さんは、着席されます

ようご案内いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

（４）報告 

○会長職務代理者（大薮真裕美君） それでは続きまして、第１号報告、農地法第５条

第１項第６号の規定による農地の転用届出につきまして上程いたします。 

 事務局に説明をお願いいたします。 

 



○事務局 それではご説明いたします。16ページをお開きください。 

 第１号報告、農地法第５条第１項第６号の規定による農地の転用について、下記

のとおり届出があったので報告する。令和２年３月10日提出、合志市農業委員会会

長、福嶋求仁子、記 

 今回の市街化区域内の農地転用５条届出につきましては議案書に記載しており

ますとおり、所有権移転２件の届出があっております。 

 続けて、場所を説明します。17ページをお開きください。 

 図面中央の太枠斜線分部が届出地です。須屋市民センターの北東側、九州自動車

道に南側にしており、建売住宅３棟への転用です。 

 都市計画法の定めにより、市街化区域内においては1,000㎡未満の開発について

は許可不要とされていますが、当該案件につきましては1,000㎡を超えるため、開

発許可申請の手続きを行ってありまして、１月30日付けで開発許可が下りているこ

とを確認しております。 

 次の18ページが所有権移転番号２の届出地です。南ヶ丘小学校の東側に位置する

住宅地の中にある永江団地区内の農地で、個人住宅への転用です。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

 

○会長職務代理者（大薮真裕美君） ありがとうございました。 

 ただいま事務局から第１号報告、農地法第５条第１項第６号の規定による農地の

転用届出についての説明が終わりました。農業委員さんのほうで何かご質疑等はご

ざいませんでしょうか。よろしいですか。 

（なしの声あり） 

○会長職務代理者（大薮真裕美君） ご質問、ご意見もないようでございますので、第

１号報告、農地法第５条第１項第６号の規定による農地の転用届出につきましては、

以上で報告を終わります。 

 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

（５）閉会 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、長時間にわたりまして慎重審議をいただきまして

ありがとうございました。 

 以上をもちまして、令和２年３月の合志市農業委員会総会を閉会いたします。 

 皆さん、大変お疲れさまでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉 会 午後２時50分 

 


