
合志市農業委員会総会議事録 
 

１．開催日時 令和元年６月 10 日（月）午後１時 30分から午後 3時 08 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 

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 ただいまから、令和元年６月の農業委員会総会を開催いたします。 

 開会にあたり、福嶋会長からご挨拶を申し上げます。 

 

○会長（福嶋求仁子君） 皆さんこんにちは。梅雨の合間の晴れ間ということで、農家

にとりましては、本当に今は忙しい時期だと思います。お忙しい中、総会のほうの出

席ありがとうございます。 

 今朝の朝の連続テレビ小説だったと思うんですけれども、十勝の農家の長男がプロ

ポーズをする際に、一生おいしい人生を送らせてあげるというような言葉を発声した

のが、本当にきょう朝印象に残ってまして、やはり農家の強みというのはそこではな

いか。毎日おいしいものを、新鮮なものを食べられる、そういう条件のもとで生活し

ているんだというのが、本当にその言葉の中に伝わって、とってもほっこりしたのを

思い出しました。 

 また、人生の中では老後が本当に心配になってまいりましたけれども、老後2,000

万円ぐらいは必要なのではないかということで、仕事ももう一つの副業を国のほうか

ら推奨するような状況になっております。そういった中でも農家は、本当に健康で元

気にいれば一生すばらしい職業を持っているわけですので、その仕事場である私たち

のこのすばらしい農地を、こういった農業委員という形で守っていけることを本当に

光栄だなと思っていた次第でございます。 

 ちょっと話が長くなりましたけれども、きょうも総会の審議のほう、慎重審議いた

だきますよう、どうぞ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します。 

 本日は、推進委員さんが２名ほど来られてはいませんけども、合志市農業委員会会

議規則第６条に規定しております農業委員さんの全員がお揃いですので、本日の総会

が成立することをご報告いたします。 

 では、そ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、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されますようご確認ください。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を申し上げます。特

に何かご質疑や質問があれば、挙手により発言をするようよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速ではございます。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、５番の衛藤委員さんと６番の

松野委員さんを指名しますので、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番の吉川委員さ

ん、４番、中嶋委員さん、５番、衛藤委員さん、６番、松野委員さん、９番、峯委員さ

ん、10番の嶋田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、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 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

６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。申請理由は親子の会社間の売買になります。 

 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。上庄地区にあるカン

トリーエレベーターの東側に１筆、次に２ページになりますが、竹迫地区を通る県道

熊本大津線の南側に３筆です。 

 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についてですが、保有機械、労働力、技術面から

みて取得した農地は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別紙②をご覧ください、そこに書いてあり

ます４つの要件を満たしており、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７号の地域との調和要件は、竹迫の畑１枚にプレハブとパレットが置いてありま

したが、８月に移動することを確認をとりました。また、法面の草刈りも行うという

ことで、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、担当地区の衛藤委員さんに、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。 



 

○５番（衛藤彰一君） 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行いました。譲受人は農地所有

適格法人要件を充たしており、ゴボウ、大根を栽培されるということです。 

 よろしくご審議をお願いたします。 

 

○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。

それでは、ご質問、ご質疑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、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、農地法第３条第１項の規定による所有権移転、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 議案書１ページをお開きください。番号２、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。申請理由は売買になります。 

 続けて申請地の場所ですが、議案書別紙９ページとなります。合志小学校の西側に

ある農地となります。 

 次に11ページをお開きください。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、技術面からみて取得した農地は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以外の法人要件は個人のため該当しません。 

 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７号の地域との調和要件は、麦・大豆の栽培を予定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。 



 ただいま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、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、事務局と共に農家及び現地調査をいたしました。内容につきましては、ただ

いま事務局より説明があったとおりでございます。 

 譲受人は長年農業をしており、特に問題ないと思います。 

 よろしくご審議をお願いたします。 

 

○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。

推進委員さんの方ではよろしいでしょうか。 

 はい、平野委員さん、どうぞ。 

 

○８番（平野昭代君） 議案書の１ページに譲受人の経営状況が、自作地では5,535㎡

なんですけど、それで今回譲り受ける面積が598㎡、これを合わせての61ａというこ

とでよろしいですか。貸付地は含まなくていいんでしょうか。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

 

○事務局長 この自作地があくまで自分で作っているところで、貸付地は農業委員会を

通したやつが４反８畝ほどあるというような形です。合わせると全部大体１町ほどな

りますけど、そのうち自作地が５反５畝で、貸付地が４反８畝というような形になり

ます。以上です。 

 

○議長（福嶋求仁子君） よろしかったでしょうか。申し訳ございません。 

 その他ご質問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２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。 

(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２は、原

案のとおり可決されました。 

 続きまして、農地法第３条第１項の規定による所有権移転、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 議案書１ページをお開きください。番号３、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。申請理由は売買になります。 

 続けて申請地の場所ですが、議案書別紙13ページとなります。申請地は上庄字千経

塚にある農地です。 

 次に15ページをお開きください。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、技術面からみて取得した農地は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以外の法人要件は個人のため該当しません。 

 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７号の地域との調和要件は、水稲の作付けを予定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。 

 ただいま事務局に説明をお願いいたしましたが、事務局の説明に関連いたしまして、

担当地区の嶋田委員さんに、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。 

 

○10番（嶋田昭一君） 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。 

 推進委員さんと事務局と共に農家及び現地調査をいたしました。内容につきまして

は、事務局より説明があったとおりでございます。 

 どうぞ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何かご意見、ご質疑がございましたらお願いいたします。 

 それでは、推進委員さんのほうは特に。はい、衛藤委員さん、どうぞ。 

 

○５番（衛藤彰一君） ここに限ったことじゃないんですけど、ここの今、上庄の今お

っしゃったやつの地図なんですけども、非常にこの地図だけ他の地図と比べてわかり

づらいんですけど、他のやつはいろいろと建物とかなんか書いてわかりやすいんです

けども、この地図だけが一つだけちょっと違うと思います。何もないでしょうて。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、事務局からお答えをお願いいたします。 

 

○事務局 はい、今のご指摘でございますけれども、まず地図を作ったのは私なので、

私が一番わかってるんですけれども、前のほうの９ページの地図と13ページの地図を

見ていただきますと、縮尺が違うわけなんですね。縮尺を13ページを120ｍのにして



しまうとより狭まってしまって、周りは畑しかないもんですから、いよいよわからな

くなってしまうと。だから、ちょっとこれ以上180ｍをまだ拡大すると、そっちのほ

うにしようかなと思ったんですけど、そっちもわかりにくいということで、一応こち

らを採用したところでございます。 

 あと地図で、前のページも、例えば１ページ、２ページ、ここも上庄の畑の中とか

竹迫の畑の中で、これもゼンリン地図でわかりにくかったもんですから、これ航空写

真のやつをちょっと使ってみようかというところでしたところですけども、このなん

か白いポツポツポツていっぱいありますけど、これ農地ですね。農地に対して一つず

つポツが立ってて、これはこれで見にくいなあというところで、ちょっとどうしたも

んかなと思っていたところではございました。以上でございます。 

 

○議長（福嶋求仁子君） ちょっと地図がわかりにくいということで、この中に、例え

ば上庄の記念碑とか、そういったものが何かあれば。 

 

○５番（衛藤彰一君） だから、手書きでもかまわないので、ああ、これがあれかみた

いだったら道路をつなぐことができるけど、漠然としすぎて。 

 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございます。何か皆さんで意識されてるようなも

のを手書きで加えるように。 

 

○５番（衛藤彰一君） もしくは、この大きいのでわかりづらいなら、大きい地図を出

してもらうとよか。この辺で考えればこうみたいなのをしてもらうとわかりやすいで

す。 

 

○議長（福嶋求仁子君） わかりました。そのあたりのところは、事務局のほうと検討

させて、はい、お待ちください。 

 

○事務局 一応13ページの地図には、集落の名前、平島とか原口下とか載っております

ので、一応それでご判断いただけるのかなあと思ったところではございますけれども、

なかなか畑の中になると目印といっても目印自体が何もありませんので、今後、今の

お話にすべて対応できるかというと、ちょっと難しい面もあるかなというところで考

えております。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 事務局の回答でしたけれども、できるだけ、もしわかりづら

い点があれば、極力わかりやすい方向性を考えていかせていただきたいということで、

回答でよろしいでしょうか。申し訳ございません。 

 その他ございませんか。推進委員さんのほうもよろしいでしょうか。はい、〇〇推

進委員さん、どうぞ。 

 

○農地利用最適化推進委員（○○君） この土地に関しまして一言ちょっと言いたいこ

とがありますけど、借受人のほうが認定農業者じゃないということで、認定農業者の

ほうに話のいってたのを、ちょっとこっちのほうに話がいってしまっていたように私



は思っているので、このことについては再度審議お願いしたいと思いますけど。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 申し訳ありません。今の〇〇推進委員さんの話だけでは、少

し皆さんもわかりづらいかと思いますけれども、もう少し具体的にお話をいただかな

いとこれからの審議がちょっとできないんですが。 

 

○農地利用最適化推進委員（○○君） 実は、この○○さんのほうから私に、畑はもう

身体が弱ったので作らないので、耕作してくれないかという話がありまして、耕作は

私がしてもいいがという返事をしましたところ、じゃあ買い上げてくれということに

なりまして、買い上げはできないと。私のほうで買い上げできないので、認定農業者

のほうにお世話しますということで、そっちのほうの話が進んで大体決まっていたと

ころ、一週間ぐらいでちょっと話がよそから話持ち込まれて、認定農業者じゃない人

のほうに譲渡の話がいっているようだったので、私としては、認定農業者のほうにや

りたかったということで、条件は満たしているようですが、本人の耕作が本当に可能

かどうか、あるいは、このまま借り上げて貸し付けるのではないかという心配もあり

ますので、再度のご審議よろしくお願いしたいと思います。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 条件的には自作地のほうが１ha以上ございますし、貸付地も

現在のところはないということですので、譲受人の方が今後耕作を、現状的に耕作を

されているのかどうかの確認は、農業委員さん方のほうではできているのでしょうか。 

 嶋田委員さん、確認はできてないということなんでしょうか。この現在の１haの自

作地に関しましては、現状はどのようになっているのでしょうか。 

 

○○番（○○君） じゃあ私のほうから、これなら推進委員さんのほうが、家も近所、

農地も近所ということで、私よりも多分ご存じだろうと思いますけども、多分私は貸

していらっしゃると思うんですよね、畜産農家の方にですね。面積はどれだけかはわ

かりませんけども、それで現地検討会のときに、本当に農業をする気があるならば、

その証拠を見せてくれということで、再度事務局に来て話を聞いて、それで７月の定

例会に出してほしいということを、会長にも、事務局のほうにもお願いをしておりま

す。 

 以上、本人の確認をしっかりとっていただきたいと思います。以上です。 

 

○議長（福嶋求仁子君） ○○農業委員さんのお話ですと、まだ本人が確実に農業をや

るかどうかが確認はとれていないということなんですね。というふうに思ってよろし

いんでしょうか。 

 

○○番（○○君） 私は地区も全然違いますし、話もしたことがありませんので、そこ

らへんの確認は、本人を呼んできちんとしていただくというのが筋だろうと思います。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、これまでのお話を聞いて、その他農業委員さんの

ほうで何かご意見がございましたら。（「保留でしょう、保留」と呼ぶ者あり）保留

という形で。（「いいと思います」と呼ぶ者あり） 



 そのあたりのところは、それでは、今後担当地区の〇〇農業委員さんと、それから

○○推進委員さんを含めまして、また事務局も含めまして、再度ご当人とお話をさせ

ていただきまして、今後農業を継続してやっていけるかどうかというところを確認が

とれるまで保留をするということで、継続審議という形でよろしいでしょうか。（「は

い」と呼ぶ者あり）はい、峯委員さん。 

 

○○番（○○君） 今の件はね、逆に向こうから言われた場合に対応するね、対策をし

てものを言わんと、逆に何でですかて言われて困りますので、そこをしっかり、しっ

かり答えてください。（「はい」と呼ぶ者あり）逆な立場も考えとかんとね。そしたら、

「します」と言われた場合に、なぜですかて言われるごとね、ちゃんと答えられるよ

うにしとかんといかんかな。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、今の質問に対しまして、事務局のほうのご意見も

聞いてもよろしいでしょうか。はい、それでは事務局のほうからもお願いいたします。 

 

○事務局 今、○○委員さんからの、相手から何か言われるぞと、それに対して返答は

できるのかということだろうと思います。それにつきましては、今の地元委員さん

からのご意見を整理いたしますと、議案書別紙の15ページの第２号第２項第４号、

農作業常時従事要件、本当に農業をしよるか確認ができんと。ここに疑義が生じた

と。 

 それともう一つ、第２項第１号、全部効率利用要件、本当に自分が全ての農地を

耕作しているかわからない。別の人に農業をさせよるかもしれんと、自分はせずに。

ですから、この二つについて疑義が生じたので、地元の委員さんとして安心してＯ

Ｋですよと言えない状況にあると。そこらへんをしっかり本人さんから聞き取りも

して、確認をしたうえで、納得のうえで許可を下ろしたいということだろうと思い

ますので、相手方から言われたら、この二つにちょっと疑義が生じましたよという

ところで、返答すればどうかなと思っております。 

 

○９番（峯 隆吉君） わかりました。そこがちょっと心配だったから。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 峯委員さん、ありがとうございました。 

 今、事務局のほうからの説明がございましたが、常時農業従事要件につきまして、

まだ確認ができていないということでございますので、このあたりのところをもう一

度、再度審議をさせていただきまして、来月に引き続きまして、継続審議という形に

させていただきたいと思います。 

 それでは、今の第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３

につきましては、継続審議という形にさせていただきたいと思います。これでよろし

いでしょうか。 

（はいの声あり） 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、次の議案に移らせていただきます。 

 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６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。 

 転用目的は個人住宅で、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。太枠斜線部分が今回の申請地です。御代志

市民センター及び西合志図書館の南東側に位置する農地です。 

 次の18ページが申請地の現況です。現在作付けはされておらず、休耕状態となって

おります。 

 次の19ページが配置図です。図面のとおり、木造平屋建て住宅１棟及び３台分の駐

車場を整備する計画です。 

 20ページをお願いします。まず、農地の区分につきましては、次の21ページにお示

ししておりますとおり、申請地の北西側約300ｍに市役所の支所がありますことから、

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、令和２年６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

開発許可の申請が既に手続き済であり、開発許可の担当部署であります熊本県県北広

域本部景観建築課より、開発許可は既に審査済で許可がおろせる状況であり、あとは

農地転用の許可を待って同日付で許可する旨連絡を受けております。 

 ６の計画面積の妥当性については、転用面積は323㎡であり、個人住宅の上限面積

である500㎡は超えておらず問題はありません。 

 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、申請地は住宅地の中に

ある農地であり、隣接農地は家庭菜園として利用をされている様子でした。当該所有

者への説明は終えており、特に問題はないかと思われます。 

 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きましては、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、５月13日付で同

意書の交付がなされております。 

 以上、事務局の説明を終わります。 

 

○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。 

 令和元年の５月21日午前から、私と推進委員、農業委員会職員の方、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、譲受人が個人住宅として農地を転用するものでございます。周りは

住宅地ですので何ら問題はないかと思います。 

 よろしく審議願います。 

 

○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、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） はい、ご意見、ご質問がないようでございますので、採決を

行いたいと思います。 

 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。 

(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、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10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23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、

国道387号線から150ｍほど西側に位置する農地です。 

 次の24ページが申請地の現況です。以前は芝が植わっていたようですが、現在は芝

を剥いである状況でした。 

 25ページをお願いします。申請者は建築工事、土木工事及び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10棟を整

備し、販売する計画です。 

 26ページをお願いします。まず、農地の区分につきましては、次の27ページでお示

ししておりますとおり、申請地の前面道路に水道管及び下水道管が埋設されており、

おおむね500ｍ以内に公共施設であります市役所支所及び公益的施設であります西合

志中央保育園が存在することから、水管、下水道管が埋設されている沿道で、概ね500

ｍ以内に２つ以上の公共施設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

融資証明書及び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。 

 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、隣接地は譲渡人所有者

の農地であり、問題はないものと思われます。 

 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５月27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） 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。 

 令和元年の５月27日の午前から、私と推進委員と農業委員会職員、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、譲受人が建売分譲10棟として農地を転用するものでございます。第

３種農地で、何ら問題はないかと思います。 

 よろしく審議願います。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 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。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。 

 工藤委員さん、吉川委員のほうはいかがでしょうか。何かご質問がありましたら。 

 承認することによろしいでしょうか。 

(挙手全員) 



○議長（福嶋求仁子君） はい、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13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29ページをお願いします。太枠斜線部分が今回の申請地です。周辺に

熊本県農業研究センター、ＪＡ教育センター、蓬原工業団地、きくちのまんま合志店

が存在する地域です。 

 次の30ページが申請地の現況です。現在作付けはされておらず、休耕状態となって

おります。 

 31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13棟及び公園、調整池を整備し、

販売する計画です。 

 32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、申請地は農業

公共投資はされておらず、次の33ページでお示ししておりますとおり、約3.6㏊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、

申請地に代えて周辺の農地以外の土地を供することができないかという代替性の検

討も行われた上での申請であり、許可の要件を満たしているということになります。 

 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、令和２年４月１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、５月31日付けで同意

書の交付がなされております。 

 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。 



 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、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） はい。それでは、現地調査について報告します。 

 令和元年５月30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、譲受人が建売分譲13棟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。 

 ご審議方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。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、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。 

(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。 

 なお、本案件につきましては、転用規模が30ａ、3,000㎡を超えるために、許可に

際しましては、農地法第５条第３項の規定に基づき、熊本県農業委員会ネットワーク

機構へ意見聴取を行います。 

 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、賃借権設

定、番号１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 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１の借人、貸人、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。 

 転用目的は太陽光発電施設の拡張で、賃借による農地の転用です。 

 議案書別紙の35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、その隣接する点線囲みの薄塗り部分が既存の太陽光発電施設です。 

 次の36ページが申請地の現況です。現在作付けはされておらず、休耕状態となって

おります。 

 37ページをお願いします。申請者は自動車販売業及び発電事業等を営む法人で、既

存の太陽光発電施設の隣の農地を新たに太陽光パネル816枚を設置し、発電容量



148.5kwの太陽光発電施設を整備する計画です。土地所有者との間で20年間の土地の

賃貸借契約を締結し、太陽光発電事業の20年間の操業を予定されています。 

 次に38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、申請地は

農業公共投資はされておらず、次の39ページにお示ししておりますとおり、申請地北

側に広がっております第１種農地とは、１筆間があり、つながっておらず、農地の広

がりは当該申請地のみであるため、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し、第２種農地になります。第２種農地

ですが、既存施設の拡張ですので、代替性の検討は行わずとも許可可能な場所という

ことになります。 

 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11月29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、太陽光パネルの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、隣接地に農地はないた

め問題ありません。 

 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、経済産

業省資源エネルギー庁による事業計画認定がおりていることを確認しております。 

 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。 

 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報告します。 

 令和元年５月27日の午前から、私と園田推進委員、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りましたとおりでございます。 

 今回の申請は、譲受人が既存の太陽発電施設の拡張として農地を転用するものでご

ざいます。西側の住宅のほうとの区間のところの間には、フェンスをきちんと張って、

ソーラーパネルの間には防草シートを敷いて、周りの人に迷惑をかけないというよう

なことまで細かく説明を受けました。 

 以上、何ら問題はないかと思いますので、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、何か意見、質疑はございませんでしょうか。 

 はい、平野委員さん。 



 

○８番（平野昭代君） 39ページの写真ですけど、申請地の東側に、この○は農地のマ

ークじゃないんでしょうか。南側にも丸いのがあって。それと37ページの計画図な

んですけど、この申請地の北側、第４工区が畑のまんまになってるんですけども、

これはまだ地目が変わってないということでよろしいですか。 

 

○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 まず、第１点目の39ページのこの地図、斜線部分が申請地になりまして、ち

ょっと見にくいんですけれどもその南側ですね、南側には１軒家が建っております。

家が建っておりまして、その南側に白ポツが農地なんですけれども、南側の農地とは

つながってはいないと。 

 そして、既存の太陽光発電施設、これは確かに37ページに畑という表記があります

けれども、農地転用許可申請をされて、農業委員会で審議の上転用許可を下ろして、

そして事業に着手されて太陽光パネルが並んでる状態ですので、もう畑からは外れて

ると。ただ、実際ここは登記地目の変更が終わっているのかというのは、そこまでは

確認しておりません。確認しておりませんが、農業委員会が認めて事業を行われてお

りますので、もう農地からは外れてるということで判断しておりまして、要は、農地

の広がりがどこまであるかというのは、この39ページの図を見ていただきますとわか

りますとおり、この申請地のみしか農地はどこにも引っついてないということを確認

しているところでございます。 

 

○議長（福嶋求仁子君） ご理解いただけましたでしょうか。ちょっと写真等が見づら

い。 

 

○８番（平野昭代君） そうすると第４工区の畑を転用された、これはそのときは多分

第１種農地に隣接してたんじゃないかなという疑問がわいてきたんですけど。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 事務局、説明をお願いいたします。 

 

○事務局 第４工区が出たときは、今年の１月か２月の転用で出たかと思います。その

ときは第１種農地です、確かに。そのときも既存の施設の拡張ということで、1.5倍

までＯＫということで、第１種農地でも例外規定がございますので、そのときは転用

できます。以上です。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、その他ご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、ありがとうございます。 

 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、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。 

 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、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号議案に入ります。（「ちょっとよろしいですか」と呼ぶ者あり）

それでは、工藤委員さんどうぞ。 

 

○３番（工藤信夫君） 第２号議案全体についてちょっと質問したいと思いますが、こ

ういう農地の転用、賃貸であったり売買であったりする場合ですよね、この場合は面

積は書いてありますが、大体の平米の値段とかは書いてありませんよね。農地の場合

はみんな反当幾らというのが出てますけど、ここへんは出すことはできないんですか

ね。こっちの事業費で大体みるんですかね、幾らぐらいの。これは情報の問題でもあ

るでしょうけど、農業委員会、私も委員とするなら、それぐらいそこらへんの地価が

しているのかとか、そこまでは自分で調べなさいと言われれば仕方ありませんけど、

多少の値段的な面はこれで出して、農地は出して今度は売る場合は出さないというの

はおかしいかなと思ったので、ちょっとお尋ねいたします。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 事務局、お願いいたします。 

 

○事務局長 農業委員さんの指摘どおり、確かに３条あたりは値段でてるけども出てな

いと。賃借権にしてもですね。来月からでよければ、備考欄あたりに幾らぐらいで売

買とかいうのを載せたいと思っておりますので、それでよろしいでしょうか。 

 

○３番（工藤信夫君） 情報はこの中では公表することはできないことはわかっており

ますので、大体のそういうのがやっぱり情報として、農業委員としてわかっているの

も必要かなと思います。 

 

○事務局長 すみませんが来月から入れたいと思いますので、すみません。 

 

○６番（松野克紀君） それは先方から載せたらいかんということも聞いてもらえるん

でしょうか。載せたらいかんと言われたら載せんことができるというふうに。（「それ

は・・・」と呼ぶ者あり）個人情報にあたるとかなという部分。絶対載せられるもの

でしょうか。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 譲受人と譲渡人の方の双方のご意見を聞いてということでし

ょうか。 

 

○６番（松野克紀君） 売るほうはですたいね、売るほうが載せてくるんなて、金額は

載せてくるんなて言われた場合に、いやいや載せますて載せることってできるとだろ

うかなと思います。 

 



○議長（福嶋求仁子君） 事務局、よろしくお願いします。 

 

○事務局長 通常この議案書というのは公開しませんので、これが公開されるならいろ

いろ問題ですけども、ここで議場とかの金額が出た場合、その金額は言いませんので、

そのへんの配慮をすればいいのかなと思っております。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、工藤委員さん。 

 

○３番（工藤信夫君） その農業委員会とすれば、大体の値段というのは申請のとき聞

かれておるわけですか。その売買のとかいう値段というのは。聞かれてなければ聞い

たりするときいろいろ問題が。 

 

○事務局長 当然事業計画のときに、当然ここを転用するから、土地代が幾らで建物を

どんなふうにするけんということで、資金計画と見積りあたりは取っていますので、

当然金額はわかります。 

 

○２番（吉川幸人君） 担当地区はわかっとっでしょう、検討されるから、その場所の

価格は。 

 

○事務局長 担当の委員さんたちは、事業計画書をやってるので金額自体はわかります。

ただ、それを誰かに見せたりとか、そういうのは当然委員としていけませんけどです

ね。 

 

○６番（松野克紀君） 俺が現地調査に行ったとき、担当地区の現地調査に行ったんだ

けども、金額とかは全然聞いてないし、わかってないのが現状だけど。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 松野委員さんに渡った書類の中には。 

 

○６番（松野克紀君） 書いてあったかな。 

 

○事務局 地元の農業委員さんが現地調査に来ていただくにあたって、どういう申請で

すというのを申請書のコピーはお渡ししておりまして、その中に事業費等も含めてコ

ピーをしてるはずですので、それをご覧いただければおわかりいただくという形です。 

 

○６番（松野克紀君） 事業費は全部を、建物の建設費とかも含めた事業費ではなかっ

たですかね。畑だけの事業費だったですか。 

 

○事務局 そうですね、申請書、見積りは、当然建物だったり造成工事だったりの見積

書になりますけれども、資金計画という中に、土地取得費は幾らというのが出てくる

ようになっておりまして、ただ、もしかしてなかったということであれば、その分を

委員さんにコピーをしてなかったという可能性もあります。 

 



○６番（松野克紀君） ちょっと確認してみます。 

 

○事務局 以前お話あったのは、それは賃借権での、コンビニエンスストアの賃借で転

用しますという案件においては、賃借料等は、これは外に絶対漏らしたくないという

ことで、それは事業費として教えていただけなかったという経緯があります。ただ、

そこはコンビニエンスストアの本部が実施されるということで、残高証明も何億とい

う残高をその旨添付されたので、事業費より資金が優に上回ってるなというのを確認

して審議をしたという経緯はあります。 

 ですので、中にはそういって土地の代金をおおっぴらに言うのはどうだろうて思っ

ておられる申請者の方もおられるということでございますので、そうですね、最初言

われたとおり、議案書に載せるというパターンと、もしくは、地元の委員さんには情

報はお伝えしてますので、知りたかったら地元の委員さんに個別に聞いていただくと

か、どちらかの方法があります。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、吉川委員さん。 

 

○２番（吉川幸人君） 一番最初の工藤委員の意見としては、農地のほうには面積が、

議会で金額は単純に出てると。それに対して２号議案のほうに対して面積だけしか出

てないから出せないんでしょうかて。出していいか悪いかという質問だったと思うん

ですよね。私もできたら、この付近はそういった相場が匹敵するのかな、びっくりし

ますもんね、農地のこっちの10ａ当たり60万円の数字がでてるだけで、非常に参考に

なります。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、その他ご質問はございませんでしょうか。 

 それでは、事務局。 

 

○事務局 すみません、補足ですけれども、一つ、第３条申請、耕作目的での権利移転

のほうに金額を載せてるというのは、委員さんとして、地元の農業者の方から、今こ

こら辺は相場は幾らだろうかというお話も聞かれる場合もあるかと思いますので、こ

れは当然畑として売買価格はどのぐらいというのはお伝えせなんだろうということ

で思っておりまして、ただ、転用のほうになりますと本当金額がまちまちなんですよ

ね。だからといって事務局だけで握っとかなんというわけではないんですけれども、

ただ、そうですね、転用のほうは金額が非常にばらつきがあるということで、局長が

先ほど申し上げましたとおり、来月からは一応載せるというところでの最終的な意思

決定を。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、今、事務局からご意見をお聞きいただいたと思い

ますが、来月から第５条ですね、農地法の第５条に関しまして、所有権移転、賃借権

設定に関しまして、農地の値段を議事録の中に入れるということでご了承いただいて

よろしいでしょうか。 

それでは、もう一度事務局からしっかりと説明をお願いしたいと思います。お願い

します。 



 

○事務局長 議案書のほうに金額を入れるだけです。議事録関係では、今も言ってる通

り、譲受人、譲渡人、土地の表示はご覧のとおりですというような形で、ひと言も金

額とか名前はいっさい言ってませんので、備考欄のところに、反当幾らなのか、総額

幾らになるのかという表示を、金額のほうを表示したいと考えております。以上です。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 口頭では説明をしないということで、議案書の中に、この書

類の中に記載がありますということでご理解をいただければと思います。 

 その他ご質問はございませんでしょうか。（「すみません、いいですか」と呼ぶ者

あり）はい。 

 

○５番（衛藤彰一君） 今聞かれたことの逆の立場から、私も最近農業委員になって時

間も経ってないんですけれども、やはりこの辺の土地を買うなら幾らだろうかて聞か

れますよね。私のほうはそういうのはわからないし、仮に何カ所か、何回か出てもで

すよ、上町、下町もこがんしてあって、こっちの近いところを通るところがあります

よね。その方が、その辺幾らだろかて言うたっちゃ全くわからんわけですよ。そのと

きは、農業委員会の事務局に行って聞いてくれて言うとよかっですか。それを聞かれ

ても下手な答えだせないし、ここに載ったもんは守秘義務として口外もできない。そ

うすることによってじゃあどこまで言っていいかて、なら多分あの辺な幾らぞなんて

言うたっちゃですね、個人名も出せないんであれば、大体買いたい人がですよ、この

辺な幾らぐらいで買うてるとですかということを私らに聞かれてもちょっとわから

ないので、農業委員会の事務局に確認できますかという質問です。わかるから私らも

お答えできないので。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 以前ですね、４月だったと思うんですけれども、年間の土地

価格の一覧表というのが実際には出てまいります。ですので、事務局のほうに問い合

わせていただければ大体のところは出てくるかと思いますけれども、ただ細かくここ

という形での指定は、おそらくその中には、一覧表の中にはなかったと思います。合

志地域とか菊池地域とか、そういう形で出ていたように思いますので、もう一度確認

はしたいと思いますが。 

 

○５番（衛藤彰一君） 相談を受けたとき、その答えはなかなか、つい最近も聞かれた

ですよ、それは俺もわからんぞみたいな話ですよ。大体大まかに反の50万円か60万と

いうのは、基本的にそんな値段で、田と畑は違うけんどうとかて言わるっと、俺たち

は変なこと言えんじゃないですか。普通の農業委員になる前だったらそれなりの話、

あの辺なぎゃんぞみたいなのはええばってん、立場がついたうえの同じ言葉を非常に

難しいことがあるので、今は農業委員会さんに行って、地域だけでもいいから確認さ

せていただけますかて、事務局に来れば大体のと言ってもらえれば、行ってこいて言

えば終わるもんで、お願いします。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、ありがとうございます。 

 事務局のほう、今の質問に関しまして回答よろしいでしょうか。 



 

○事務局長 土地の売買につきましても２パターンあるのかなと。買ってくれていって

買うやつと、売ってくれっていうやつはまた値段が違うて思うとですよ。だけん、来

られるときはなかなかそれによって違いますよという話はします。ある程度相場を言

うときは幅広言わんと、幾らとかはなかなか言えんし、確かに地域も、やっぱりどう

してもこの辺とか圃場整備したあとだったら面積が広がったりとか、圃場整備しとら

んで水きとらんとか山付き、山際とかだったら全然値段が違うと思いますので、大体

こがんして出してこられるときは、値段はある程度決めてはきとんなるもんだけん、

どっから聞いたっだろかて思うところはあるとですよね。やっぱり周りからいろいろ

聞いたりとかが多いかと思います。直接こっちに聞いてその値段ばという方は、ちょ

っとどぎゃんかわからんですけど、参考にはしなはるかもしれません。だけん、幾ら

ですよというのはなかなか、そういった状況によるパターンで違いますので、なかな

かちょっと幾らとは言いづらいのかなと思います。以上です。 

 

○２番（吉川幸人君） 土地の値段てね、売り手と買い手だから、今おっしゃったよう

に売りたいという人と、向こうは売る気ないのにどうでも買いたいというのは値段が

全然違うし、道便がいいか悪いかとかね、同じ野々島なら野々島の中でも全然温度差

が違うとたい。だけんそれは誰も言えない。それは売り手と買い手の交渉しかなかっ

だけん、だけん幅は広くしか言われんもん。だけん誰も答えられんて。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 決論的に大変難しいことなので、公に土地価格とか出ている

ものに対しましては、そういった文書がありますので公表はできるかと思いますが、

事務局のほうもなかなかそれに対しましては確実な答えは出ないということで、そう

しますと、さあどうしましょうということになりますが、事務局のほうにご相談いた

だければ。それでは、次長、お願いいたします。 

 

○事務局 事務局のほうでは、農地を売買された金額というのは当然把握しております

し、場所も把握していますので、過去の取り引きの場所・面積・金額というのは一覧

表にまとめておりますので、お客さんもたまに来られるんですよね、ここら辺は相場

は幾らだろうかて言われたときは、例えば、野々島だったら野々島にリストを絞って、

過去の取り引きはこういうことでされてましたよて、小字まで出して、大字小字と面

積、それまで出して、過去の取り引きはこういうのがありましたよという情報提供は

しております。個人情報がわからんように配慮したうえで、そこらへんの対応はして

おります。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、今までお聞きいただきましたとおりでございます。

私も確実には答えられませんので、ご相談いただくのはよろしいかと思います。 

 それでは、これまでの議案の中ではよろしいですか。 

（なしの声あり） 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、３号議案に入らせていただきます。 

 第３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、その当事者にあたります11番の荒木委員さん、12番の平山委員さん、

それから事務局の衛藤局長は、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 それではご説明を致します。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６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６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4,896㎡、畑は18,577㎡でしたので合計23,473㎡

でございます。８年７カ月の田が1,550㎡、畑は4,157㎡でしたので合計5,707㎡でご

ざいます。５年の田が21,171㎡、畑は48,427㎡でしたので合計69,598㎡でございます。

３年の田が1,560㎡でございます。２年６カ月の畑が1,543㎡でございます。２年の畑

が4,720㎡でございます。 

 今回の田の小計は29,177㎡、畑の小計は77,424㎡でしたので合計106,601㎡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179,391㎡、畑の小計は421,905㎡で合計601,296㎡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1,550㎡、畑は7,059㎡でしたので合計8,609㎡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7,837㎡、畑の小計は27,961㎡で合計35,798㎡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11ページまでは、各自でご確認をお願いいたします。 

 次に、12ページ中段の農地法第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、４件、11,158㎡でございます。 

 内契約予定件数は、４件、11,158㎡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した。 

 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、皆様方で何かご質問やご意見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） 議案書の12ページなんですけど、１番と２番で、これが入って、

贈与で所有権を移転されてるんですけれども、この場合３条許可は必要なかったんで

しょうか。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 事務局、お願いいたします。 

 

○事務局長 これにつきまして、今、平山さんおられますけども、平山さんの上生城の

構成員ということで、構成員だった場合は農地のいわゆる５反以上とかほとんど貸し

ていますので要件がないということが多ございます。そうした場合、これは中間管理

機構のほうというか、農業公社のほうにいろいろ聞いて、これは答えが出てるやつな

んですけども、構成員であれば同日に贈与をして、そのまま貸付を法人のほうにすれ

ばＯＫですよというのがあります。 

 以前も江良法人のやつで、構成員の方が売買されたのを、そのまま江良法人に貸し

たやつがあったんですけども、そういった形ですればいいということで、そのような

形をとっております。以上です。 

 

○議長（福嶋求仁子君） よろしかったでしょうか。その他よろしいですか。 

（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、原案のとおり可決されました 

 それでは席にお着きください。 

 続きまして、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 13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・評価について下記のとおり承認を求める。 

 令和元年６月10日提出、合志市農業委員会会長、福嶋求仁子。 

 この議案につきましては先月の総会でご説明いたしましたとおり、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まして議案として上程をいたしている



ところでございます。先月の総会での点検・評価（案）の承認を受け、５月10日から

６月４日までの約１カ月間、市ホームページ上で意見募集を行いましたが意見の提出

はございませんでしたので、別添資料（表紙の左上に（別紙様式２）と記載してある

資料）につきましては５月総会でご承認いただきました内容と全く同じ内容で上程い

たしております。資料の中身の説明につきましては先月説明したとおりでございます

ので、省略させていただきます。 

 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

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） はい、それでは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・評価につ

いては、原案のとおり可決されました。 

 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 14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計画について下記のとおり承認を求める。 

 令和元年６月10日提出、合志市農業委員会会長、福嶋求仁子。 

 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先月の総会後から約１カ月間市ホーム

ページ上で市内の農業者の方々へ意見募集を行いましたが意見の提出はございませ

んでしたので、先月ご審議いただきました内容と同じ内容で上程いたしております。 

 別添資料、表紙の左上に別紙様式１と記載してある資料の中身の説明につきまして

は、先月説明したとおりでございますので、省略させていただきます。 

 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、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、質疑はございませんでしょうか。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、採決に移らせていただきます。 



 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

の計画については、原案のとおり可決されました。 

 続きまして、報告事項につきましては、大薮職務代理のほうと交代いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 

（４）報告 

○会長職務代理者（大薮真裕美君） それでは、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。 

 事務局に説明を求めます。 

 

○事務局 それでは説明します。15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６月10日、合志市農業委員会会長、福嶋

求仁子。記。 

 今回は所有権移転２件の届出がなされておりまして、内容につきましては議案書に

記載しておりますとおりでございます。 

 続けて、場所を説明します。16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、永江団地区内の住宅に囲まれた場所に存在する

農地です。南側にマックスバリュー永江団地店、むさしYMCA、東側に県道熊本住吉線

が存在する地域で、個人住宅への転用です。 

 次の17ページが番号２の届出地です。太枠斜線部分の熊本電鉄須屋駅の北側に位置

する線路沿いの農地です。こちらも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。農業委員並びに推進委員さんで、何か質問

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。 

 それでは、以上で議案のほうは終わりました。 

 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 



（５）閉会 

○会長職務代理者（大薮真裕美君） 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６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3時08分 

  


