
合志市農業委員会総会議事録 
 

１．開催日時 平成 31年４月 12 日（金）午後１時 33分から午後 2時 52 分 

２．開催場所 合志市役所合志庁舎 防災センター棟 避難所 1 

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 下限面積（別段の面積）の設定について 

第６号議案 平成31年度（令和元年度）農作業標準賃金の制定について 

 

第１号報告 農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用（届出）について 

第２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 定刻を若干過ぎましたけども、ただいまから始めさせていただきます。 

 まずは、何度もすみませんけれども、挨拶から始めます。恐れ入りますが起立か

たよろしくお願いします。 

 改めましてこんにちは。ご着席ください。 

 農業委員さん方には、先ほどの勉強会、研修会に引き継ぎまして、お疲れさまと

は思いますけども、ただいまから新しく平成31年度となりまして、初めての定期の

平成31年４月の農業委員会総会を開催します。 

 

○事務局長 開会に当たりまして、福嶋会長のほうからご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。辞令をいただきまして10日を過ぎましたけ

れども、本当に新しい気持ちできょう皆さんとこうして向かい合って真剣に審議を

することができることを、本当に緊張の中にも本当にぴりっとした気持ちできょう

は迎えております。これからきょうが初日ということで、これから３年間皆様と一

緒にしっかりと合志の農地について向き合っていきたいと思っておりますので、ど

うぞきょうは慎重審議のほう、よろしくお願いいたします。 

 

○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。 

 本日は、農業委員全員の出席となっております。合志市農業委員会会議規則第６

条に規定しております過半の委員がお揃いでございますので、本日の総会が成立す

ることをご報告します。 

 なお、議案提出しております担当地区の最適化推進委員さんの方々にも出席をい

ただいております。 

 では、このあとの議事につきましては、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） はい、それでは、まず注意点から説明させていただきます。 

 会議中の携帯電話につきましては、電源をお切りいただくかマナーモードにして

いただきますようお願い申し上げます。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り

ました場合には、挙手により発言をするようよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、早速ではございます。議事に入らせていただきます。 

 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 

（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、１番の大薮委員さんと２番の

吉川委員さんにお願いいたします。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、１番の大薮委員、

５番の衛藤委員、７番の吉岡委員、９番の峯委員、10番の嶋田委員、11番の荒木委

員、13番の村上委員となっております。適宜意見をお伺いしますので、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、早速議案に入らせていただきます。 

 第１号議案、２ページをお開きください。農地法第３条第１項の規定による使用

貸借権設定につきまして上程いたします。番号１について上程いたします。 

 それでは、事務局に説明を求めます。 

 

○事務局 ２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

使用貸借権設定について、下記のとおり申請があったので承認を求める。平成31年

４月12日提出、合志市農業委員会会長、福嶋求仁子。 

 番号１、借人、貸人、土地の表示、地目、面積、借人の経営状況、稼動員につき

ましては議案書のとおりとなっています。権利取得の理由は新規就農となります。 

 続けて場所を説明します。４ページをお開きください。 

 太枠斜線部分、黒塗り部分が申請地です。東側に国道387号線、泗水町と合志市

の境付近に位置する畑となります。 

 次に５ページになります。斜線部分、黒塗り部分が申請地で近くには生坪共同作

業所がある地域となります。 

 続けて６ページです。黒塗り部分、斜線部分が申請地で地区は生坪区で、塩浸川

が流れている場所です。 

 次に７ページです。申請地は黒塗り部分となります。地区は弘生区、南側に塩浸

川が流れている地域となります。 

 続けて８ページです。斜線部分が申請地となります。辻久保交差点の東側となり

ます。 

 次に、農地法第３条第２項各号の農地の権利移動の制限に関する事項につきまし

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、申請地は自宅から車で15分ほ

どの距離に位置しており、農業機械の保有状況としましてはトラクター、田植え機、

を所有されております。今後、補助金でにんにく植付機を買う予定です。よって、

耕作要件、農機具の保有状況等からみても、農地の全てを効率的に利用できると見

込まれます。 

 第４号の農作業常時従事要件ですが、譲受人は、農作業を行う必要がある日数に

ついて、農作業に従事すると見込まれます。 

 第５号の下限面積要件につきましては、権利取得後の耕作面積が19,834ａとなり、

下限面積の50ａを超えており、問題はございません。 

 第７号の地域との調和要件ですが、今回の権利移動により、周辺農地の農業上の



効率かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えております。 

 以上のことから、許可要件の全てを満たしていると判断しております。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、ありがとうございました。 

 それでは、事務局の説明に関連いたしまして、担当地区の荒木委員さんに、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。 

 

○11番（荒木安孝君） 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、事務局と推進委員さんと共に農家及び現地調査をいたしました。借人は新

規就農として、にんにく・米・麦を栽培されるそうで、特に問題はないと思います。 

 よろしくご審議のほど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

業委員並びに推進委員さんでご意見、ご質疑がございましたらお願いいたします。 

 委員さんのほうでご質問など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） はい、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項の規定による使用貸借権設定、番号１について、

承認することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

(全員挙手) 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございました。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項の規定による使用貸借権設定、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。 

 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。９ページをお開きください。 

 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。平成31年４月12日提出、合志市農業委員会長、

福嶋求仁子、記。 

 番号１、申請人、土地の表示、地目、面積、転用の理由につきましては議案書に

記載してあるとおりです。 

 続いて、場所につきましてご説明を申し上げます。10ページをお開きください。 

 図面、黒塗りの部分が申請地になります。この申請地は、国道387号線東側、上

庄川東側に位置した農地で、農振農用地区域以外で農業公共投資の対象となってい

ない、都市計画法の集落内開発地域にある農地です。 

 転用の目的は、申請人が住宅を増築した際、農地法を知らずに建築してしまった



ため、追認申請として農家住宅として農地を転用するものであります。 

 許可要件としましては、申請地は概ね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にあ

る農地がある区域ということで、農振農用地以外の農地で農地転用の立地基準であ

ります農地区分としましては、第１種農地と判断しました。また、第１種農地は、

原則転用はできませんが、転用の例外規定、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接続して設置されるもの

ということで転用も可能です。 

 書類を審査しました結果、農地転用の許可要件を充たすものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、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、担当地区の村上委員さんに、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。 

 

○13番（村上裕宣君） それでは、現地調査につきまして報告します。 

 平成31年４月５日の午前から、私と推進委員さん、並びに農業委員会の職員、申

請人、申請者の代理の方と現地調査を行いました。内容等をお聞きしました。それ

らにつきまして、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、無断転用ですが農家住宅として農地を転用するもので

ございます。本人も各法律に無知で、建築してしまったことと反省しております。

第１種農地ですが、集落に接続し、土地計画法の集落内開発区域内であり、何ら問

題はないと思います。 

 よろしく審議のほど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。 

 ただいま事務局、委員さんからの説明が終わりました。これに関して、農業委員

並びに推進委員さんでご意見、ご質疑はございませんか。特に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、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、番号１について、承

認することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

(全員挙手) 

○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、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。11ページをお開きください。 

 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。平成31年４月12日提出、合志市農業委員会長、

福嶋求仁子、記。 

 番号１の譲受人、譲渡人、土地の表示、地目、面積、転用の理由につきましては

議案書に記載してあるとおりです。 

 続いて、場所につきましてご説明を申し上げます。14ページをお開きください。 

 図面、黒塗り部分が申請地になります。この申請地は、辻久保交差点北側、庄嶋

医院西側に位置し農振農用地区域以外で農業公共投資の対象となっていない、都市

計画法の集落内開発地域内にある農地です。 

 転用の目的は、譲受人が、農地を取得して資材置場として農地を転用するもので

あります。 

 許可要件としましては、農振農用地区域以外で農業公共投資の対象となっていな

い、10ha未満で生産力の低い農地ということで農地区分を、第２種農地と判断しま

した。 

 事業計画書、見積書、残高証明書、土地利用計画図等により審査しました結果、

農地転用の許可要件を充たすものでございます。 

 以上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した。 

 事務局の説明に関連いたしまして、担当地区の荒木委員さん、現地調査の結果並

びに補足説明をお願いいたします。 

 

○11番（荒木安孝君） それでは、現地調査につきまして報告します。 

 平成31年４月５日午前から、私と推進委員さんと農業委員会職員と申請人、申請

者の代理と現地調査を行い、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。 

 今回の申請者は、譲渡人が資材置場として農地を転用するものでございます。第

２種農地で、土地計画法の集落内開発許可内であり、また周りの農地が受ける影響

は少なく、何ら問題はないかと思います。 

 よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

○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

業委員並びに推進委員さんで、何かご意見、ご質問がございましたらお願いいたし

ます。特に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） はい、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。 

(全員挙手) 

○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について上程いたします。 

 事務局に説明を求めます。 

 

○事務局 次に番号２、11ページとなります。 

 譲受人、譲渡人、土地の表示、地目、面積、転用の理由につきましては議案書に

記載してあるとおりです。 

 続いて、場所につきましてご説明を申し上げます。15ページをお開きください。 

 図面中央、斜線の部分が申請地になります。 

 番号２です。この申請地は、西合志中学校東側に位置し、ルーテルのグラウンド

東側向いの農地で、農振農用地区域以外で農業公共投資の対象となっていない、周

りを農地以外に囲まれた都市計画法の集落内開発地域にある農地です。 

 転用の目的は、平成31年３月11日に許可が出ていますが、都市計画法の開発許可

の中で、道路幅員部分が15㎝ほど足らなく、土留めの部分を今回追加転用として農

地を転用するものでございます。 

 許可要件としましては、農振農用地区域以外で農業公共投資の対象となっていな

い、10ha未満で生産力の低い農地ということで農地区分を、第２種農地と判断しま

した。 

 事業計画書、見積書、残高証明書、土地利用計画図等により審査しました結果、

農地転用の許可要件を充たすものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 

○議長（福嶋求仁子君）はい、事務局の説明に関連いたしまして、担当地区の峯委員さ

ん、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） はい、それでは、現地調査につきまして報告します。 

 平成31年４月４日の午前から、私と推進委員さん、農業委員会職員さん、申請者

の代理の方と現地調査を行い、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ったとおりでございます。 

 今回の申請は、譲受人が建売住宅の道路拡張として農地を転用するものでござい

ます。第２種農地で、都市計画法の集落内開発区域内であり、既に何ら問題はない

かと思います。 

 よろしく審議の方をお願いします。 

 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございました。 

 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



業委員並びに推進委員さんで、何かご意見、ご質疑はございませんでしょうか。特

にご質疑はないでしょうか。 

（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。 

(全員挙手) 

○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、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３

つきまして上程いたします。 

 それでは、事務局に説明を求めます。 

 

○事務局 次に番号３、11ページなります。 

 譲受人、譲渡人、土地の表示、地目、面積、転用の理由につきましては議案書に

記載してあるとおりです。 

 続いて、場所につきましてご説明を申し上げます。16ページをお開きください。 

 図面左側、黒塗りの部分が申請地になります。この申請地は、合志工業団地北側、

県道大津植木線バイパス南側に位置した農地で、農振農用地区域以外で農業公共投

資の対象となっていない、都市計画法の集落内開発地域にある農地です。 

 転用の目的は、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。 

 許可要件としましては、申請地西側には上下水道が埋設されており、申請地から

500ｍ以内に医療施設の宮川医院と、公益的施設の栄保育園２施設が存在する区域

ということで、農振農用地以外の農地で農地転用の立地基準であります農地区分と

しましては、第３種農地と判断しました。 

 事業計画書、見積書、残高証明書、土地利用計画図等により審査しました結果、

農地転用の許可要件を充たすものでございます。 

 以上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した。 

 事務局の説明に関連いたしまして、担当地区の村上員さん、現地調査の結果並び

に補足説明をお願いいたします。 

 

○13番（村上裕宣君） それでは、現地調査につきまして報告します。 

 平成31年４月５日の午前から、私と農業委員会の職員、申請者の代理の方と現地

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。第３



種農地で、都市計画法の集落内開発内であり、何ら問題はないと思います。 

 審議のほど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

業委員及び推進委員さんで、何かご意見、ご質疑はございませんでしょうか。 

 推進委員さんのほうからも何か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） はい、ありがとうございます。農業委員さんのほうもよろし

いでしょうか。 

（なしの声あり） 

○議長（福嶋求仁子君） はい、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３

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。 

(全員挙手) 

○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３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４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 次に番号４、12ページなります。 

 譲受人、譲渡人、土地の表示、地目、面積、転用の理由につきましては議案書に

記載してあるとおりです。 

 続いて、場所につきましてご説明を申し上げます。17ページをお開きください。 

 図面右側、黒塗りの部分が申請地になります。この申請地は、国道387号線東側、

西合志南中学校北側に位置する農地で、農振農用地区域以外で農業公共投資の対象

となっていない、都市計画法の集落内開発地域にある農地です。 

 転用の目的は、建売分譲住宅２区画として隣接する宅地と合わせて転用、開発す

るものです。こちらの申請地は以前都市計画法施行以前に農地転用がなされ、所有

権移転はされていましたが、地目変更がなされておらず今回相続された土地を新た

に許可申請するものでございます。 

 許可要件としましては、申請地西側には上下水道が埋設されており、申請地から

500ｍ以内に教育施設の西合志東小学校と西合志南中学校２施設が存在する区域と

いうことで、農振農用地以外の農地で農地転用の立地基準であります農地区分とし

ましては、第３種農地と判断しました。 

 事業計画書、見積書、残高証明書、土地利用計画図等により審査しました結果、



農地転用の許可要件を充たすものでございます。 

 以上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した。 

 事務局の説明に関連いたしまして、担当地区の大薮委員さん、現地調査の結果並

びに補足説明をお願いいたします。 

 

○１番（大薮真裕美君） はい、それでは、現地調査につきましてご報告いたします。 

 平成31年４月５日の午前から、私と推進委員、農業委員会職員、申請者代理の方

と現地調査を行い、内容等をお聞きいたしました。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。 

 今回の申請人は、譲受人が建売住宅２区画として農地を転用するものでございま

す。第３種農地で、都市計画法の集落内開発であり、何ら問題はないかと思います。 

 よろしくご審議の方、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、農業委員並びに推進委員さんで、何か

ご意見、ご質疑がございましたらお願いいたします。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、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４

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。 

(全員挙手) 

○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４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、賃借権

設定につきまして上程いたします。 

 番号１につきまして、事務局に説明を求めます。 

 

○事務局 次に賃借権設定番号１、13ページなります。 

 借人、貸人、土地の表示、地目、面積、転用の理由につきましては議案書に記載

してあるとおりです。 

 続いて、場所につきましてご説明を申し上げます。18ページをお開きください。 

 図面中央、黒塗りの部分が申請地になります。この申請地は、県道熊本大津線南

側で、市道第２テクノ線北側に位置した農地で、農振農用地区域内にある農地です。 

 転用の目的は、借人が北側に事業拡大のため産業廃棄物の中間管理施設建設に伴

い、資材置場並びに建設に伴う駐車場が不足するために、用地が必要となったため、

一時的に資材及び車両置き場として農地を転用するものでございます。 



 許可要件としましては、農振農用地区域内で、農業公共投資の対象となっている

おおむね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地で、農地区分を農用地と

判断しました。原則農用地は転用できませんが、転用の例外規定で、申請地を一時

的に利用するものであって、当該利用の目的を達成するうえで当該申請地を供する

ことが必要であると認められる場合転用も可能です。 

 事業計画書、見積書、残高証明書、土地利用計画図等により審査しました結果、

農地転用の許可要件を充たすものでございます。 

 以上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した。 

 事務局の説明に関連いたしまして、担当地区の衛藤委員さん、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します。 

 平成31年４月５日の午後から、私と推進委員、農業委員会職員、申請者の代理の

方と現地調査を行い、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、借受人が資材及び車両置場として一時的に２年間農地を転用する

ものでございます。借受人の隣接する施設建設に伴う一時的な転用であり、また、

土地改良及び周囲の同意も取れて、誓約書もでていることから何ら問題はないかと

思います。 

 よろしくご審議の方、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

業委員並びに推進委員さんで、何かご意見、ご質疑はございませんでしょうか。推

進委員さんのほうもいかがでしょうか。特に質問よろしいでしょうか。農業委員さ

んのほうもよろしいでしょうか。 

 はい、それでは平野委員さん。 

 

○８番（平野昭代君） 一時転用でまた農地に戻すということなんですけれども、その

期間、工事をされる期間、駐車場の工事をされる期間、その場合のなんというか、

検査とかは農業委員会ではされないんですか。転用が資材置場とか駐車場とかって

なってますけど、きちんとシートを張られたりとかっていう確認の検査とかはされ

ているんですか。 

 

○事務局長 転用が終わったあとに進捗状況届を提出してもらいますので、そういった

ことで確認はできるかとは思います。それと、仮に２年間過ぎてまた戻せなかった

という場合、よっぽどの事情がある限り延長はできるかとは思いますけども、一応

誓約書は出てますので、戻さない場合は、農地法の法的手段をとるというような形

になるかと思います。 

 



○議長（福嶋求仁子君） よろしいでしょうか、平野委員さん。ありがとうございます。 

その他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） はい、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３号議案、農地法第５条第１項の規定による農地の転用、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。 

(全員挙手) 

○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、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３号議案、農地法第５条第１項の規定による農地の転用、賃借権

設定、番号２に入ります。 

 その前に委員の議事参与の制限に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

項につきましては、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○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、賃借権設定、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 次に番号２、13ページなります。 

 借人、貸人、土地の表示、地目、面積、転用の理由につきましては議案書に記載

してあるとおりです。 

 続いて、場所につきましてご説明を申し上げます。19ページをお開きください。 

 図面中央、斜線の部分が申請地になります。この申請地は、県道辛川鹿本線沿い

で、竹迫城跡公園西側に位置した農地で、農振農用地区域以外で農業公共投資の対

象となっていない、都市計画法の集落内開発地域にある農地です。 

 転用の目的は、借人が、資材置場として農地を転用するものでございます。なお、

こちらの申請地は無断転用であり、始末書も提出してあります。 

 許可要件としましては、申請地前面には上下水道が埋設されており、申請地から

500ｍ以内に教育施設の合志小学校と公益的施設中部保育園２施設が存在する区域

ということで、農振農用地以外の農地で農地転用の立地基準であります農地区分と

しましては、第３種農地と判断しました。 

 事業計画書、土地利用計画図等により審査しました結果、農地転用の許可要件を

充たすものでございます。 

 以上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。 

 それでは、事務局の説明に関連いたしまして、担当地区の〇〇推進委員さん、現



地調査の結果並びに補足説明をお願いいたします。 

 

○農地利用最適化推進委員（○○君） 現地調査について報告します。 

 平成31年４月５日午前から、私と農業委員会職員、申請者の代理人の方と現地調

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、借受人が資材置場として農地を転用するものでございます。第３

種農地で都市計画法の集落内開発地域内であり、始末書も出ていることから何ら問

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。 

 ただいま事務局と推進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、

農業委員並びに推進委員さんで、何かご意見、ご質疑はございませんでしょうか。

質問はないでしょうか。 

（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。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、賃借権設定、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。 

(全員挙手) 

○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、賃借権設定、

番号２は、議案のとおり可決されました。 

 議案審議が終わりましたので、〇〇委員さん、着席をお願いいたします。 

 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、使用貸

借権設定につきまして上程しいたます。 

 番号１について、事務局に説明を求めます。 

 

○事務局 次に使用貸借権設定番号１、13ページなります。 

 借人、貸人、土地の表示、地目、面積、転用の理由につきましては議案書に記載

してあるとおりです。 

 続いて、場所につきましてご説明を申し上げます。20ページをお開きください。 

 図面中央、斜線の部分が申請地になります。この申請地は、国道387号線東側、

上庄川東側に位置した農地で、農振農用地区域以外で農業公共投資の対象となって

いない、都市計画法の集落内開発地域にある農地です。 

 転用の目的は、借人が個人住宅として農地を転用するものでございます。 

 許可要件としましては、申請地は概ね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にあ

る農地がある区域ということで、農振農用地以外の農地で農地転用の立地基準であ

ります農地区分としましては、第１種農地と判断しました。また、第１種農地は、



原則転用はできませんが、転用の例外規定、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接続して設置されるもの

ということで転用も可能です。 

 事業計画書、見積書、残高証明書、土地利用計画図等により審査しました結果、

農地転用の許可要件を充たすものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、事務局の説明に関連いたしまして、担当地区の村上委

員さん、現地調査の結果並びに補足説明をお願いいたします。 

 

○13番（村上裕宣君） はい、それでは、現地調査につきまして報告します。 

 平成31年４月５日の午前から、私と推進委員、農業委員会職員、申請者の代理の

方と現地調査を行い、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、娘婿にあたる借受人が、個人住宅として農地を転用するものでご

ざいます。第１種農地ですが、集落に接続して都市計画法の集落内開発区域内であ

り、何ら問題がないと思います。 

 よろしく審議の方、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。この件に関して、農業委員さん並びに推進委員さんで、何かご意見、

ご質疑はございませんでしょうか。ご質問は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３号議案、農地法第５条第１項の規定による農地の転用、使用貸借権設定、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。 

(全員挙手) 

○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、使用貸借権

設定、番号１は、議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、使用貸

借権設定、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 次に番号２、13ページなります。 

 借人、貸人、土地の表示、地目、面積、転用の理由につきましては議案書に記載

してあるとおりです。 

 続いて、場所につきましてご説明を申し上げます。21ページをお開きください。 

 図面中央、黒塗りの部分が申請地になります。この申請地は、県道大津植木線西



側、福原グラウンド南側に位置した農地で、農振農用地区域以外で農業公共投資の

対象となっていない農地です。 

 転用の目的は、借人が、農業用倉庫として農地を転用するものでございます。 

 許可要件としましては、申請地は概ね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にあ

る農地がある区域ということで、農振農用地以外の農地で農地転用の立地基準であ

ります農地区分としましては、第１種農地と判断しました。また、第１種農地は、

原則転用はできませんが、転用の例外規定、農業用施設、農畜産物処理加工施設及

び農畜産物販売施設ということで転用も可能です。 

 事業計画書、見積書、残高証明書、土地利用計画図等により審査しました結果、

農地転用の許可要件を充たすものでございます。 

 以上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した。 

 事務局の説明に関連いたしまして、担当地区の吉岡委員さんに、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。 

 平成31年４月５日の午前から、私と推進委員、農業委員会職員、申請者の代理人

の方と現地調査を行い、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、借受人が農業用倉庫として農地を転用するものでございます。借

受人は酪農業を大規模にされており、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、農業委員並びに推進委員さんで、何か

ご意見、ご質疑はございませんでしょうか。（「ちょっと、よろしいですか」と呼

ぶ者あり）はい、衛藤委員さん。 

 

○５番（衛藤彰一君） 今、農業用施設の条件をおっしゃったんですけど、その説明を

もう一度よろしいですか。なんか農業用施設のなんとか、内容、例外規定です。 

 

○事務局 農業施設といいますと、まずは農業用倉庫、あと畜舎関係ですね、牛舎とか

豚舎とか、あとは加工所もありますけども、加工所になると、あと物品販売、農産

物をそこでしたやつの物品販売とか、そういったのが主な対象となります。あとは

出荷所とかそのへんも該当するかと思いますので。ただ、全部が全部開発許可が要

らんとかじゃなくて、こういった都市計画法上で言いますと、農業施設は基本的に

は開発許可は要らないと思います。あとは処理加工所とか物品販売所になると、多

分都市計画の許可のほうが併せて要るかと思います。以上です。（「はい、わかり

ました。ありがとうございます」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、衛藤委員さん、よろしいでしょうか。（「はい」



と呼ぶ者あり）その他ご質問、ご質疑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、ご意見、ご質疑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、使用貸借権設定、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。 

(全員挙手) 

○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、使用貸借権

設定、番号２は、議案のとおり可決されました。 

 続きまして、22ページをお開きください。 

 第４号議案に入ります。 

 第４号議案に入ります前に、委員の議事参与の制限に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２番の吉川委員さん、５番の衛藤委員さん

は、議事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。22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。平成31年４月12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23ページをお開きください。 

 平成31年第４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5,444㎡、畑は46,636㎡でしたので合計52,080

㎡でございます。 

 ５年の田が48,664㎡、畑は72,806㎡でしたので合計121,470㎡でございます。 

 今回の田の小計は54,108㎡、畑の小計は119,442㎡でしたので合計173,550㎡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125,786㎡、畑の小計は281,979㎡で合計407,765㎡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6,517㎡、田ございませんでしたので合計6,517㎡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16,023㎡で合計16,023㎡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24から29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、29ページの農地法第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、58,822㎡でございます。 

 内契約予定件数は、５件、58,822㎡でございます。 

 内契約が無い件数はございませんでした。 

 これで説明を終わります。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、ありがとうございました。 

 ただいま事務局からの説明が終わりました。これに関しまして、何かご質疑がご

ざいましたらお願いいたします。推進委員さんのほうでも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ございます。採決を行

わせていただきます。 

 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、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。 

(全員挙手) 

○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、議案のとおり可決されました。 

 それでは、委員さんをお呼びください。 

 それでは、第５号議案です。下限面積（別段の面積）の設定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 第５号議案、下限面積（別段の面積）の設定について、下記のとおり承認を

求める。平成31年４月12日提出、合志市農業委員会会長、福嶋求仁子、記 

 まず、ここで言う下限面積とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農

業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されますことから、許

可後に経営する農地面積が原則として一定規模以上にならないと許可はできない

旨、農地法第３条第２項第５号により規定されていることでございまして、その面

積は、北海道では２ha、その他の46都府県においては50aとなっております。 

 その下限面積につきまして、議案書に記載しておりますとおり、平成21年の農地

法改正により、必要により、市町村農業委員会の判断で下限面積の引き下げを行う

ことができること、及びその必要性について毎年審議することが定められたところ

です。 



 下限面積引き下げの判断基準としまして、農地法施行規則第17条第１項では、下

限面積未満の経営農家数が、当該地域の農家総数の100分の40を下回らないよう算

定されるものであることと規定されておりまして、簡潔に言いますと、農家総数の

40％以上が下限面積以下の経営規模である場合には下限面積を引き下げる必要性

がでてくるということになります。 

 同じく第２項では遊休農地が相当数存在すること及び、下限面積引き下げを行う

ことにより、50a未満の経営農家が増加しても周辺農地の農業上の効率的かつ総合

的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないことと規定されております。そこで、

その基準を基に、合志市の現状を見てみますと、2015年農業センサスのデータによ

りますと、市内の総農家数537戸のうち50ａ未満の経営農家数は58戸ということで、

その割合は10.8％であり下限面積の引き下げの必要性は認められないものと判断

いたします。 

 遊休農地の割合につきましても合志市内の全ての農地のうちの0.5％であり、遊

休農地が相当数存在するとは言い難く、下限面積の引き下げは必要ないものと判断

いたします。 

 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。 

 ただいま事務局からの説明が終わりました。これに関しまして、何か質疑はござ

いませんでしょうか。それでは、ご意見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） はい、ありがとうございます。 

 それでは質問、意見がないようでございます。採決を行います。 

 第５号議案、下限面積（別段の面積）の設定について、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。 

(全員挙手) 

○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、下限面積（別段の面積）の設定については、議案のとおり

可決されました。 

 続きまして、第６号議案に入ります。平成31年度農作業標準賃金の制定につきま

して上程いたします。 

 事務局に説明を求めます。 

 

○事務局 はい、資料の31ページでございます。 

 第６号議案、平成31年度農作業標準賃金を下記のとおり定める。平成31年４月12

日、合志市農業委員会会長、福嶋求仁子、記、別紙のとおり 

 その別紙が次の32ページでございます。この農作業標準賃金につきましては、農

作業の委託等をされる場合に、目安となる金額等が何もないということになれば、

契約 される際に困られるのではないかということで、一つの目安として参考にし

ていただくよう、農業委員会として毎年定めているものでございます。目安なので



拘束力があるものではございません。双方の話し合いにより金額は自由に決めてい

いものではございます。 

 なお、この金額につきましては、市内で農作業の受託をしておられる二つの法人

さんに聞き取り調査を行いまして、その金額をもとにこちらに記載をさせていただ

いてるというところでございます。なお、この金額につきましては、税抜きの価格

ということで記載をさせていただいております。 

 総会の決定後におきましては、市のホームページへ掲載することによりまして、

市内の農業者の方々へ周知をするということで考えております。 

 以上でございます。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、ありがとうございました。 

 事務局からの説明が終わりました。これに関しまして、質疑がございましたらお

願いいたします。（「よろしいですか」と呼ぶ者あり）はい、それでは工藤委員さん。 

 

○３番（工藤信夫君） この金額は去年と違うところがありますか。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、それでは事務局からお願いいたします。 

 

○事務局 この表の中で、昨年と金額が変わっておりますところは、収穫の大豆が昨年

は6,000円というところで定めておりました。それと中耕・培土、これは昨年度こ

の項目はございませんでした。昨年度のこの議案審議の中で、委員さんの中から、

中耕・培土はあったほうが便利よねというお話をいただきまして、この項目につき

まして、市内の二つの法人さんに聞き取りしましたところ、金額を定めておられる

法人さんがありましたので、その金額をもとに中耕・培土の項目を設けたと。その

ところが昨年と違うところというところでございます。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 工藤委員さん、よろしいでしょうか。 

 

○３番（工藤信夫君） はい、わかりました。 

 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございます。 

 その他ございませんでしょうか。それでは、この標準賃金でよろしいでしょうか。

ご意見他に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、ご意見、ご質問がないようでございます。 

 第６号議案、平成31年度農作業標準賃金の制定について、承認することに異議の

ない方は挙手をお願いいたします。 

(全員挙手) 

○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６号議案、平成31年度農作業標準賃金の制定については、原案のとお



り可決されました。 

 それでは、報告に関しましては、職務代理のほうと交代をいたします。 

 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 

（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４

条第１項第７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。 

 番号１から番号４まで、事務局で一括で説明を求めます。 

 

○事務局 それでは、説明します。33ページをお開きください。 

 第１号報告、農地法第４条第１項第７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。平成31年４月12日、合志市農業委員会長、福

嶋求仁子、記 

 届出人、土地の表示、地目、面積、受理日、専決日、転用の理由につきましては

議案書のとおりです。 

 続けて、場所を説明します。35ページになります。 

 番号１の届出地は太枠斜線部分で、元気の森公園のすぐ西側となります。 

 続きまして、36ページをお開きください。 

 番号２の届出地は太枠斜線部分でスーパーマルキョウのすぐ裏となります。 

 続きまして、37ページをお開きください。 

 番号３、４の届出地は太枠斜線部分であり、妙泉寺体育館のすぐ南側のところに

なります。申請が２件に別れている理由としまして、母屋分の敷地の拡張と、新築

住宅分の申請分とになるためとなっています。 

 

○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、事務局のから第１号報告、農地法第４条第１項第７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。農業委員並びに推進委員さんで、何

か質疑はございませんでしょうか。 

（なしの声あり） 

○会長職務代理者（大薮真裕美君） よろしいですか。ご質問、ご意見等もないようで

ございます。 

 第１号報告、農地法第４条第１項第７号の規定による農地の転用届出につきまし

て、以上で報告を終わります。 

 続きまして、第２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。 

 番号１から番号３まで、事務局に一括で説明を求めます。 

 

○事務局 それでは説明します。38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。平成31年４月12日、合志市農業委員会会長、



福嶋求仁子。 

 所有権移転、番号１、譲受人、譲渡人、土地の表示、地目、面積、受理日、専決

日、転用の理由につきましては議案書のとおりです。 

 続けて、場所を説明します。39ページをお開きください。 

 番号１の届出地は太枠斜線部分で、東側に白百合保育園がある場所です。 

 続けて、40ページになります。斜線部分が申請地で、北側に熊本銀行菊南支店、

須屋郵便局がある場所です。 

 続けて41ページです。 

 届出地は太枠斜線部分で、南群公民館がすぐ近くにあるところとなります。 

 

○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２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、番号１から番号３までについての説明が終わりました。農業委員及び

推進委員さんで、何か質疑はございませんでしょうか。 

（なしの声あり） 

○会長職務代理者（大薮真裕美君） よろしいですか。ご質問、ご意見もないようでご

ざいます。 

 第２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。 

 それでは、以上で議案のほうは終わりました。今までの議案の中からご質疑等、

お聞きになりたいことがございましたらこの場でお伺いいたします。よろしいでし

ょうか。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 申し訳ありません。先ほどの32ページの農作業の標準賃金の

ところなんですけれども、熊本県の農業会議のほうから市のほうに報告がありまし

て、農作業料金の農業労賃に関する調査結果の平成30年度の集計がでておりまして、

それとあと土地の売買の価格に関する調査結果というのがでております。この資料

の中で、一部ちょっと計算をさせていただきましたら、時給に関して全部1,000円と

かそういう形ででているものですから、大体のところで換算すると、この地域より

も安い価格になってるかなあと感じましたので、もし皆様方の中で、もっと詳しく

知りたいということであれば、こういう調査結果表がでてるということで、事務局

のほうに確認等されたらよろしいかなと思います。 

 また、農地の価格等についてもこちらの黄色い表紙のこちらの用紙のほうにでて

おりますので、特に農業委員さんのほうでは、土地の価格は平均的にどのくらいか

と聞かれることも多いかと思いますので、もし何か質問等がありましたら、事務局

のほうへお願いできればと思っております。 

 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 

（５）閉会 

○会長職務代理者（大薮真裕美君） はい、それでは、長時間にわたりまして慎重審議



いただき、誠にありがとうございました。 

 以上をもちまして、平成31年４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52分 

 

  


