
合志市農業委員会総会議事録 
 

１．開催日時 令和元年５月 10 日（金）午後３時 00分から午後 4時 06 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（13人） 

 

 

４．欠席委員（1人） 

 

 

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５条第１項の規定による許可申請について 

第３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４号議案 平成30年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について 

   第５号議案 平成31年度（令和元年度）の目標及びその達成に向けた活動計画につい

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 

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 

  1 番 大 薮 真裕美 



○事務局長 それでは定刻となりましたので、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。 

 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、ただいまから令和元年年5月の農業委員会総会を開催します。 

 続きまして、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）  

（会長あいさつ） 

 

○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、1番大薮委員から欠席の連絡が入っております。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いたします。 

 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、会長に進行をお願

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。 

 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 

○議長（福嶋求仁子君） 早速ではございますが、３番の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、３番の工藤委員さん、４番の

中嶋委員さんを指名いたしますので、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番吉川委員さん、

４番中嶋委員さん、６番松野委員さん、９番峯委員さん、11番荒木委員さんとなっ

ております。適宜意見をお伺いいたしますので、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、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について上程します。 

 それでは、事務局に説明をお願いいたします。 

 

○事務局 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

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。令和元年

５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。経営移譲年金のための親子間の使用貸借権再設定になります。 

 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。 

 太枠斜線部分、黒塗り部分が申請地です。東側に県道辛川鹿本線が走っており、

西側には合志小学校がある地域となります。 

 次に３ページをお開きください。農地法３条ではこちらに記載した各項目に該当

する場合、いわゆる農業者の要件を満たさない場合は許可できないとなっておりま

すのでこれ以降は調査書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は、保有している機械、労働力からみて農地の

すべてを効率的に利用できるものと見込まれ該当しません。 

 第２号の農地所有適格法人以外の法人要件は、借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、借人は、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６号の転貸禁止要件は転貸にあたらないので該当しません。 

 第７号の地域との調和要件は、麦の栽培をされており、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、担当地区の中嶋委員さんに、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。 

 

○４番（中嶋サツ子君） 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、事務局と推進委員と共に農家及び現地調査をしました。借人は長年にわた

り農業をされており、特に問題はないと思います。 

 よろしく審議をお願します。 

 

○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、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

員並びに推進委員さんで何かご意見や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からもございませんでしょうか。ご意見なしと認めてよろし

いでしょうか。 

（なしの声あり） 

○議長（福嶋求仁子君） はい、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につきまして、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２ページをお開きください。 

 第２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。令和元年５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。 

 転用目的は農業用施設用地の拡張で、売買による所有権の移転です。 

 議案書別紙の５ページをお願いします。図面中央の、太線で囲んだ斜線部分が今

回の申請地で、その隣接する南側の点線囲みの部分が既存施設です。 

 次の６ページが申請地の現況です。 

 ７ページをお願いします。申請者は芝の生産、販売を行っている法人で、既存施

設では手狭な状況であるため、隣接農地を新たに取得し、農業用資材置場、従業員

駐車場に転用し、既存施設と一体的に利用する計画です。 

 ８ページをお願いします。まず、括弧１の立地基準についてですが、農地の区分

は、おおむね10㏊以上の規模の一団の農地の区域内にあ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出来ませんが、例外規定、既存施設面積の２

分の１以下での施設の拡張に該当するため許可可能です。 

 括弧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

の申請者名義の預金残高証明書の添付があり、事業費以上の資金の保有を確認して

おります。 

 ３の申請に係る用途に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、令和元年７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、必要最低限度の敷地の拡張であり問題ないと

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、今回の転用で建物は

建てず、資材置場、駐車場として利用することから、周辺農地への日照、通風等の

影響はないものと思われます。 

 以上、事務局の説明を終わります。 

 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございました。 

 それでは、事務局の説明に関連いたしまして、担当地区の松野委員さんに、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。 

 

○６番（松野克紀君） 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26日の午前から、私と推進委員さん、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、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、農業用施設の敷地拡張として農地を転用するものでご

ざいます。譲受人は大規模に芝をやっておられ、何ら問題はないかと思います。 

 よろしく審議のほうお願いいたします。 

 

○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。 

 担当地区の推進委員さんのほうは、特にご意見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、ありがとうございます。それでは、意見なしというこ

とで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ので、採

決を行います。 

 第２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２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２号議案です。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２ページをお開きください。 

 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。 

 転用目的は建売住宅12棟への転用で、売買による所有権の移転です。 

 議案書別紙の９ページをお願いします。図面中央の太線で囲んだ斜線部分が今回

の申請地で、国道387号線から600ｍ程西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。 

 11ページをお願いします。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申請地を売買により取得し、住宅12棟を整備し、販売する計

画です。 

 12ページをお願いします。まず、括弧１の立地基準についてですが、農地の区分

は、申請地の北側約270ｍに御代志市民センターがあり、中に市役所西合志総合窓

口があることから、おおむね300ｍ以内に駅、IＣ、役所等が存在する農地に該当す

るため第３種農地となり許可可能です。 

 括弧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

の融資証明書の添付があり、事業費を融資額が上回っていることを確認しておりま

す。 

 ３の申請に係る用途に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、工期は２年間の

予定です。 

 ４の行政庁の免許、許可、認可等の処分の見込みについては、都市計画法に基づ

く開発許可の申請手続き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、住宅各戸の面積及び配置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、隣接農地所有者への

説明は終えており、日照、通風等の影響につきましても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

計画法に基づく同意協議書が３月22日付で合志市都市計画課に提出されており、現

在同意に向けての協議が進んでいる状況です。 

 以上、事務局の説明を終わります。 

 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございました。 

 それでは、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） 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26日の午前から、私と農業委員会職員、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12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、土地計画法の集落内開発区域であり、何ら問題はないかと思います。 

 よろしくご審議願います。 

 

○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、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

に質問はないでしょうか。 

（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２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２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ページをお開きください。 

 番号３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。 

 転用目的は建売住宅５棟への転用で、売買による所有権の移転です。 

 議案書別紙の13ページをお願いします。図面中央の、太線で囲んだ斜線部分が今

回の申請地で、国道387号線から500ｍほど西側に位置する場所です。 

 次の14ページが申請地の現況です。 

 15ページをお願いします。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申請地を売買により取得し、住宅５棟を建築し、販売する計

画です。 

 16ページをお願いします。まず、括弧１の立地基準についてですが、農地の区分

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で第

２種農地です。 

 括弧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

の申請者名義の預金残高証明書の添付があり、事業費以上の資金の保有を確認して

おります。 

 ３の申請に係る用途に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、工期は１年間の

予定です。 

 ４の行政庁の免許、許可、認可等の処分の見込みについては、都市計画法に基づ



く開発許可の申請手続き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、住宅各戸の面積及び配置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、隣接農地所有者への

説明は終えており、日照、通風等の影響につきましても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

計画法に基づく同意協議書が４月９日付けで合志市都市計画課に提出されており、

現在同意に向けての協議が進んでいる状況です。 

 以上、事務局の説明を終わります。 

 

○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26日の午前から、私と農業委員会職員、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、譲受人が建売住宅５区画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地域内で、集落内の農地であり、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。これ関しまして、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。 

 はい、平野委員さん。 

 

○８番（平野昭代君） この申請地は第２種農地ということですので、代替性の検討表

というのは必要なんじゃないかと思うんですけど、ここでは検討なしというふうに

なってますけど、ご説明をお願いします。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、説明をお願いいたします。 

 

○事務局 ご指摘のとおりですね、第１種農地、第２種農地で転用しようとする場合は、

申請地以外に他の農地以外の場所を検討したうえで、他の場所がだめだったから、

どうしてもこの農地を転用しなければなりませんと、そういう代替性の検討がされ

ていなければなりません。第１種農地は、農業用施設への転用等の一部の例外を除

いたほぼ全ての場合において代替性の検討というのは必要になってきます。第２種

農地になりますとすべてが代替性検討必要かというと、そうではない分もでてきま

す。これが少々難しい話にはなってくるんですけれども、既存集落と引っついて、



その既存集落と引っついた隣の第２種農地を転用しようとする場合は、代替性の検

討は要らないよという定めになっておりまして、今回の案件でいきますと、位置図

を見ていただきますと分かりますとおり、かなり宅地化が進んでいる場所でござい

まして、申請地のすぐ隣が既存集落ですのでこの場所については、代替性検討は要

らない場所だということになりますので代替性検討は不要と判断をしたところで

ございます。以上でございます。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 平野委員さん、よろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）

それでは、そのほか質問はございませんでしょうか。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、事務局の説明が終わりましたが、その他特に質問

はございませんでしょうか。それでは、質問なし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ので、採

決を行います。 

 第２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２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２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ページをお開きください。 

 番号４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。 

 転用目的は建売住宅２棟への転用で、売買による所有権の移転です。 

 議案書別紙の17ページをお願いします。図面中央の、太線で囲んだ斜線部分が今

回の申請地で、辻久保交差点から300ｍ程西側の県道大津植木線沿いに位置する場

所です。次の18ページが申請地の現況です。 

 19ページをお願いします。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申請地を売買により取得し、住宅２棟を建築し、販売する計

画です。 

 20ページをお願いします。まず、括弧１の立地基準についてですが、農地の区分

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で、

第２種農地です。 

 括弧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

の申請者名義の預金残高証明書の添付があり、事業費以上の資金の保有を確認して



おります。 

 ３の申請に係る用途に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２月末

日までに竣工の予定であり問題ないと思われます。 

 ４の行政庁の免許、許可、認可等の処分の見込みについては、都市計画法に基づ

く開発許可の申請手続き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、住宅各戸の面積及び配置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、隣接農地所有者への

説明は終えており、日照、通風等の影響につきましても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

計画法に基づく同意協議書が合志市都市計画課に提出されており、現在同意に向け

ての協議が進んでいる状況です。 

 以上、事務局の説明を終わります。 

 

○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26日午前から、私と農業委員会さんと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２種農地で、都市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。 

 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す。 

 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から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） 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２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５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ページをお開きください。 

 番号５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。 

 転用目的は貸駐車場への転用で、売買による所有権の移転です。 

 議案書別紙の21ページをお願いします。図面中央の太線で囲んだ斜線部分が今回

の申請地で、県道熊本菊鹿線から260ｍほど東側、市営南原住宅から西側150ｍに位

置する場所です。次の22ページが申請地の現況です。 

 23ページをお願いします。申請者は不動産業を営む法人で、当該申請地を売買に

より取得し、貸駐車場28区画を整備し月極駐車場として貸し出す計画です。 

 24ページをお願いします。まず、括弧１の立地基準についてですが、農地の区分

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で第

２種農地です。 

 括弧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

の申請者名義の預金残高証明書の添付があり、事業費以上の資金の保有を確認して

おります。 

 ３の申請に係る用途に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、令和元年12月末

日までに竣工される予定です。また、駐車場28区画中既に20台分の契約が締結され

ており、契約書の写しも添付資料として提出があっておりますことから問題ないも

のと思われます。 

 ６の計画面積の妥当性については、駐車場の区画面積、配置等に不合理な点は見

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、隣接地に農地は無く

問題ありません。 

 以上、事務局の説明を終わります。 

 

○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、担当地区の吉川委員さん、現地調査の結果並

びに補足説明をお願いいたします。 

 

○２番（吉川幸人君） それでは、現地調査につきましてご報告します。 

 平成31年４月26日の午前から、私と園田推進委員、農業委員会職員２名、申請者

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。 

 今回の申請人は、譲受人が貸駐車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、都市計画法の集落内開発区域内であり、また、周りは宅地に囲まれて

おり、何ら問題はないかと思います。 

 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か。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ので、採

決を行います。 

 第２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５

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５は、原案のとおり可決されました。 

 続きまして、第３号議案です。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３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。令和元年５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。 

 令和元年第５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6,096㎡、畑は26,086㎡でしたので合計32,182

㎡でございます。 

 ５年の田が18,332㎡、畑は36,416㎡でしたので合計54,748㎡でございます。 

 今回の田の小計は24,428㎡、畑の小計は62,502㎡でしたので合計86,930㎡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150,214㎡、畑の小計は344,481㎡で合計494,695㎡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。 

 今回の田は6,287㎡、畑は4,879㎡でしたので合計11,166㎡でございます。 

 続きまして、右側の所有権移転の本年累計つきましてご説明をいたします。 



 田の小計は6,287㎡、畑の小計は20,902㎡で合計27,189㎡でございます。 

 以上第３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10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、10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、７件、16,447㎡でございます。 

 内契約予定件数は、４件、13,557㎡でございます。 

 内契約が無い件数、３件、2,890㎡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、何かご質問、ご

質疑はございませんでしょうか。よろしかったでしょうか。 

（なしの声あり） 

○議長（福嶋求仁子君） それではご質問などがございませんので、事務局からの説明

のほうを終わらせていただきます。 

 それでは、第３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３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。 

 続きまして、第４号議案です。平成30年度の目標及びその達成に向けた活動の点

検・評価（案）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 11ページをお開きください。第４号議案、平成30年度の目標及びその達成に

向けた活動の点検・評価(案)について下記のとおり承認を求める。令和元年５月10

日提出、合志市農業委員会会長、福嶋求仁子。 

 別添資料の、表紙の左上に別紙様式２と記載してある資料をご覧ください。 

 これは、農業委員会等に関する法律第37条及び平成28年３月４日付け農林水産省

経営局農地政策課長通知に基づき、農地利用の最適化の推進状況、その他の事務に

関する活動計画及び活動の点検・評価について、国が示した様式に基づいて、地域

の農業者の意見を反映し作成の上、公表することが求められていることにより議案

として上程をいたしているところでございます。今月の総会では、まず市ホームペ

ージ上で市内の農業者の方々に意見募集を行うための案の資料についてご審議い

ただき、その後1カ月弱の間市ホームページ上で市内の農業者の方々へ意見募集を

行い、来月の総会で、寄せられた意見を反映させた点検・評価をご審議いただくと

いう流れになります。 



 資料の中身を簡単に説明いたしますと、１ページが農地面積、農家数、農業者数、

農業委員・推進委員の状況についての記載となっております。 

 ２ページ目が担い手への農地の利用集積・集約化についてとなっており、平成29

年度末の農地集積面積は1,206haが、１年後の平成30年度末時点では集積面積が

1,308㏊で、平成30年度１年間で102㏊の増という結果となっております。 

 次の３ページが新たに農業経営を営もうとする者の参入促進についての項目と

なっております。 

 ４ページは遊休農地に関することで、H29年12月現在の合志市内の遊休農地面積

は8.6haであり、平成30年度中に、１haの解消目標として各委員さん方に活動いた

だいたところでしたが、解消実績を上げることはできませんでした。 

 ５ページは違反転用について、６ページ、７ページは農地法等の事務の執行状況、

最後の８ページの地域農業者等からの要望・意見はあっておりません。事務の実施

状況の公表等についてはご覧のとおりとなっております。 

 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） はい、ただいま事務局からの説明が終わりました。何かご質

問、わかりにくい点とかございましたらお願いいたします。 

 はい、吉川委員さん。 

 

○２番（吉川幸人君） 先ほどの説明の中で、荒地ですね、私たちのところは荒地が結

構あるんですけれども、そういう荒地に対して、農業委員会としてはどういった対

応をとっておられるんでしょうか。お聞きしたいと思います。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、事務局のほうからよろしいでしょうか。 

 

○事務局 お答えいたします。先ほどの勉強会の中で農業会議の坂口次長からの説明に

もありましたとおり、農業委員さん、推進委員さんの役割としまして、遊休農地の

解消というのも一つの役割となっております。ですので、日ごろからの日常活動で、

最近ちょっと草が大分伸びてきとるなという農地等がないか、日ごろから目を光ら

せていただいて、そういう農地がでてきた場合は、早めにその所有者、耕作者の方

に声掛け行っていただいて…、これは発生防止の話ですけれども、いざ、実際に大

分荒れてしまっとると、雑木もちょっと生えてきているような感じであるというよ

うな状況については、年に１回、説明にもありましたとおり、管内すべての農地に

ついて利用状況調査として調べるということになっておりますので、その調査で遊

休農地としてあがってきて、そのあがった農地は、その後事務局サイドから地権者、

耕作者の方へその荒れてる農地はどうするんですか、自分で解消するんですか、も

しくは、他に貸してもいいんですかという意思確認を行います。意思確認で返答が

戻ってきて、貸してもいいよという話であれば、また地元の委員さんに橋渡しして、

誰か作る人はおらんかという話に結び付けることができるんですけれども、なかな

か事務局から意思確認を行ってもそれに返答してもらえないとか、そういう問題も

ありまして、なかなか解消が思うように進まないという状況もありますので、今後

委員さん方で解消についてどういったやり方でやったがいいとか、何かいいお知恵



をお持ちでしたら皆さんで意見を出し合って活動していければというふうに思い

ます。以上です。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、吉川委員さん。 

 

○２番（吉川幸人君） 私たちの周りの中で遊休農地が、10年以上、15年、20年近く放

置されてるのがずっとあるんですけども、文書のほうでは農業委員さんがパトロー

ルしてるとここは荒地というのはわかるんですけど、それに対して事務局がどのよ

うな対応をとっているのかというところがちょっと知りたかったもので、やっぱり

文書を出して、どうするこうするじゃなくして、やっぱりそういう遊休農地がある

と、周りの農地をきちんとしている人たちは、草の種が飛んできたり、害虫が発生

して作物作りが非常に不便になる。そういったところに対しても速やかな対応を、

文書・書類、今、農水省のほうでも、そういう遊休農地に対して、なかなか進まな

いところに対しては、宅地並み課税をあげろと、こういった声まで出ております。

そういったものも踏まえて、事務局としては速やかに文書を何回も出して、出さな

い限りは土地を荒らしてるだけならですよ、なんとか周りに迷惑かけないようにす

るように再度文書の通知を出していただきたいと思っております。以上です。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 吉川委員さん、ありがとうございます。 

 事務局のほうもよろしくお願いしたいと思います。はい、それでは事務局から。 

 

○事務局長 今、吉川委員さんのご指摘を受けまして、そういった感じで言っていきた

いと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、その他質問等ございませんでしょうか。 

 推進委員さんのほうからもございませんか。それでは、意見なしと認めてよろし

いでしょうか。 

（なしの声あり） 

○議長（福嶋求仁子君） はい、それでは質問、意見がないようでございます。採決を

いたします。 

 第４号議案、平成30年度の目標及びその達成に向け活動の点検・評価（案）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４号議案、平成30年度の目標及びその達成に向け活動の点検・評価（案）

につきましては、原案のとおり可決されました。 

 引き続きまして、第５号議案、平成31年度（令和元年度）の目標及びその達成に

向けた活動の計画（案）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 12ページをお開きください。第５号議案、平成31年度（令和元年度）の目標

及びその達成に向けた活動計画(案)について下記のとおり承認を求める。令和元年

５月10日提出、合志市農業委員会会長、福嶋求仁子 

 別添資料の、表紙の左上に（別紙様式１）と記載してある資料をご覧ください。 

 こちらにつきましても、先ほどの第４号議案と同じく、農業委員会等に関する法

律第37条及び平成28年３月４日付け農林水産省経営局農地政策課長通知に基づき

ご審議いただくものです。 

 活動計画につきましても本日ご承認いただきました内容で、ホームページ上で市

内の農業者の方々へ意見募集を行い、来月の総会で、寄せられた意見を反映させた

活動計画をご審議いただくという流れになります。 

 資料の中身を簡単に説明いたしますと、１ページが農地面積、農家数、農業者数、

農業委員・推進委員の状況についての記載となっております。 

 ２ページ目が担い手への農地の利用集積・集約化、新たに農業経営を営もうとす

る者の参入促進についての項目となっております。 

 ３ページは遊休農地に関すること、及び違反転用についてとなっております。 

 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） ありがとうございました。 

 それでは、事務局からの説明が終わりました。これに関しまして、何かご質疑は

ございませんでしょうか。よろしかったでしょうか。吉川委員さん、特にございま

せんでしょうか。令和元年の目標になりますが。 

（なしの声あり） 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、ご質問、ご意見ないと認めてよろしいでしょうか。 

 それでは、採決を行います。 

 第５号議案、平成31年度（令和元年度）の目標及びその達成に向けた活動の計画

（案）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、平成31年度（令和元年度）の目標及びその達成に向けた活

動の計画（案）については、原案のとおり可決されました。 

 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 

（４）報告 

○議長（福嶋求仁子君） 続きまして、第１号報告に入らせていただきます。 

 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。 

 事務局に説明を求めます。 

 

○事務局 それでは説明します。13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。令和元年５月10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

につきましては議案書のとおりです。転用の理由は宅地分譲６区画です。 

 続けて、場所を説明します。14ページをお開きください。届出地は太枠斜線部分

で、白百合保育園の北西に位置する堀川沿いの農地です。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、

当該案件については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、３月28日付けで許可が下りていることを確認しております。 

 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） 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。農業委員並びに推進委員さんで、何か

質疑がございましたらお願いいたします。 

（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、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、

以上で報告を終わらせていただきます。 

 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 

（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、令和元年５月の合志市農業委員会総会を閉会させていただき

ます。 

 皆さん、大変お疲れさまでございました。 

 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 

閉 会 午後4時06分 

 

  


