
合志市農業委員会総会議事録 
 

１．開催日時 令和元年８月９日（金）午後１時 30 分から午後２時 14 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 

 

 

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 非農地証明願いについて 

 

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 

〃       11 番 荒 木 安 孝 

〃       12 番 平 山 洋 生 

〃       13 番 村 上 裕 宣 

委 員      10 番 嶋 田 昭 一 



○事務局長 改めましてこんにちは。ご着席ください。 

 ただいまから、令和元年８月の農業委員会総会を開催いたします。 

 開会にあたりまして、福嶋会長からご挨拶申し上げます。 

 

○会長（福嶋求仁子君） 皆様こんにちは。暦の上ではもう立秋になりましたけれども、

本当に暑さがまだまだ続いておりますし、本当に台風にも翻弄されるようなそんな

季節となっていますけれども、皆様、台風のほうは十分気をつけてお仕事のほうを

頑張っていただきたいと思っております。 

 それから７月、１カ月の間に農業委員会としても無断転用に対する現地調査であ

るとか、年金研修であるとか、それから女性の会のほうの熊本県の女性の会設立総

会といったようなものも行われまして、８月は大変忙しい月ではございましたけれ

ども、８月に関しましてもまだまだ農地パトロールとかがスタートしてまいります

ので、今後忙しくなってくると思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それから、きのう吉川さんが組合長を務めてらっしゃいます野々島営農改善組合

のほうの総会が行われまして、お声をいただきまして私も出席させていただいたん

ですが、その中で、九州農政局の局長も吉川さんのお友達ということで出席されて

おりまして、局長のお話ですと、国のほうの政策として、農地の集積、それからス

マート農業、そして人・農地プラン、こういったところにかなり国のほうが今年度

力を入れているということです。特に中間管理機構を通した農地集積に関しまして

は、予算額が300億円ほど取られているということで、農業委員会としてもそちら

のほうに力を入れていただきたいというお話であったように思っております。いろ

いろ大変なこともございますけれども、皆さんの力を借りて、現在合志市が54％の

集積率ですので、少しでも集積率を上げるように努力をしていけたらと思っており

ます。 

 きょうの会議のほうも、きょうは案件としてはそれほど多くございませんけれど

も、皆さんの慎重審議をいただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

 挨拶が長くなりましたけど終わります。 

 

○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、嶋田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、会議前に注意事項、そして説明をさせてい

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。特に何かご質疑やご質問があれば、

挙手により発言などするようお願いいたします。 

 それでは、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、９番の峯委員さん、11番の荒

木委員さんにお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

（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、５番の衛藤委員さ

ん、６番の松野委員さん、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 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８月９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。図面中央太枠線部分が申請地です。地区は〇〇区となり、南

側に県道大津西合志線が走っており、近くには〇〇がある地域です。 

 次に４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、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、以前と同様に今後も芝を作付けされる予定であり、

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、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。特にございません

でしょうか。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、松野委員さん。 

 

○６番（松野克紀君） すみません、私もちょっと現地調査に行って確認したところな

んですけれども、その売買の金額が１反当たり400万円て書いてありますけれども、

この金額というのは、農業委員会等は全くタッチをしなくて、相対で金額というの

は決められるものなんですか。結構見た感じちょっと高いんじゃないかなて私感じ

たもんで、その金額というのはなんか資料、路線価の資料かなんかで決められてる

のか言い値で買われてるのか、どうなんだろうかなと思ってですね。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 事務局のほうからよろしいでしょうか。 

 

○事務局長 農地の売買については、金額については、うちからどうのこうのというの

は基本的にはないです。基盤強化法によるやつについては、金額は以前は幾らまで

というのは決まっとっただろうと思います。ある程度適正な値段でというのはあっ

たかと思います。 

 

○６番（松野克紀君） この前例が出来ると周りはこの金額になってしまうけんね、も

うあそこは400万円だけんここも400万円て。 

 

○事務局長 あと、いろいろ事情もあったりとかするので、金額の高くなったり安なっ

たりというのはあるかと思います。 

 

○５番（衛藤彰一君） それに関連ですけど、今、地目は畑で反当の金額じゃないです

か。松野委員さんおっしゃるとおりにそれが相場かもしれないです。この畑この地

目のやつは、将来転用して何かできるような土地だからこういう値段なのかという

のもあるのかなと思うんですね。畑が絶対この畑のままだったら400万円で買うて

絶対おかしいと思うわけですよね。それが今、松野さんの今おっしゃる金額だと思

うんですけれども、将来そういうのもできるからやるのかなという、なんかほら初



めての経験なんで。 

 

○６番（松野克紀君） お互い納得して買われてるので、金額について私たちがとやか

く言うあれはないんだけど。 

 

○５番（衛藤彰一君） そうしたらなんか畑がどんどん変わっていくのかなという気が

するもんですから。 

 

○４番（中嶋サツ子君） やっぱり何十年てしよっと変わりゃしよっとでしょう何でん。

何ていうか知らんばってんが。 

 

○事務局長 平均金額というのは大体わかるんですが、今多いのは恐らく４、50万円か

ら100万円ちょっとぐらいが相場かなあとは思います。ただ、いろいろ事情があって

のあれだろうと思いますので、そのへんはちょっと、多分〇〇さんは〇〇の親父さ

んですね、恐らく、だけん今やめられとるので、いろいろそういう事情もあるのか

なあとは思います。 

 

○５番（衛藤彰一君） 私が言うのは金額がどうのこうのじゃなくて、農地がそうやっ

て金額つくというのが、簡単に変えれるというふうになるとまたおかしくなる気も

しないでもなかったので、金額がどうとかのことを聞きたいんじゃなくて、畑てい

うて買って、恐らく将来何かに変わり得るのかなていうのがあると、農業委員会で

この許可を出すとか出さないとかて、難しくなるのかなあと思うんです。なので、

まず勉強の意味でちょっと質問させていただきました。すみません。 

 

○事務局長 ここは転用ていうか、ここは多分第１種農地になるかなあとは思います。

第１種農地だと原則転用はできないところですね。建ったとしても周りは多分住宅

がないので、農業施設とかそのぐらいしか恐らく今の時点は無理じゃないかなとは

思いますけども、あとは都市計画の絡みでできるやつであれば、そういった第１種

農地の範囲内で可能なやつでは可能かもしれませんけど、原則はできないところだ

と思います。（「わかりました」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（福嶋求仁子君） 他に何かご意見がございましたらお願いいたします。特にご

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、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、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。その当事

者であります〇番の〇〇委員さん、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。申請理由は兄弟間の贈与になり

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。申請地は図面中

央の太枠部分であり、西側に県道熊本菊鹿線が走っており、地区は芝原区となりま

す。東側には西合志中学校がある地域となります。 

 次に７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、以前と同様に柿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。 

 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。 

 

○農地利用最適化推進委員（〇〇君） 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、事務局と農家及び現地調査をいたしました。譲受人は、長年にわたり農業

をされており、特に問題ないと思います。 

 よろしくご審議のほど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がございましたらお願いいたします。特にご質

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。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２は、

原案のとおり可決されました。 

 それでは、〇〇委員さんのほうをお願いいたします。 

 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８月９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。 

 転用目的は資材置場で、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部分が今回の申

請地です。〇〇区の集落に隣接する農地です。 

 次の10ページが申請地の現況です。写真のとおり、現地は既に資材置場として利

用されておりますが、農地転用の手続きは行われておらず、違反転用であるため、

申請者には始末書の提出を求め、提出があっております。 

 今年の５月頃から砂利敷きを行い、７月中旬頃より資材置場としての利用を開始

したということで、本来であれば砂利敷きをする前に農地転用許可申請を行うべき

ところ、農地法に対する理解不足により申請を怠ってしまったということで、十分

反省をされており、今後はこのようなことがないよう気を付けますということでご

ざいます。 

 次の11ページが配置図です。申請者は水道工事業を営んでおり、図面のとおり、

業務に必要な各建設資材の置き場として利用されています。 

 12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13ページにお

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以内に医療施設であります〇〇医院及び公益的施設であります

〇〇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、許可申請前から既に資材置場をし

て利用されている状況です。 

 ６の計画面積の妥当性については、資材置場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、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。 

 以上、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します。 

 令和元年７月31日の午後から、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、譲受人が水道工事業務用の砂利置場として農地を転用するもので

ございます。第３種農地であり何ら問題はないかと思います。 

 よろしくご審議お願いいたします。 

 

○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。この件に対して、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。ご意見の

ほうは特にないでしょうか。 

（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３号議案に入ります。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、その当事者であります２番の吉川委員さん、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。３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８月９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４ページをお開きください。令和元年第８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1,548㎡、畑は18,064㎡でしたので合計19,612

㎡でございます。５年の田が3,452㎡、畑は8,132㎡でしたので合計11,584㎡でござ

います。３年の畑が705㎡でございます。１年の畑が1,229㎡でございます。今回の

田の小計は5,000㎡、畑の小計は28,130㎡でしたので合計33,130㎡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239,835㎡、畑の小計は509,641㎡で合計749,476㎡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2,017㎡

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31,735㎡で合計39,572㎡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５から７ページまでは、各自でご確認をお願いいたします。 

 次に、８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３件、9,795㎡でございます。内契約予

定件数は３件、9,795㎡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。 

 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。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、議案のとおり可決されました。 

 続きまして、第４号議案ですが、第４号議案の非農地証明願いにつきまして上程

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。９ページをお開きください。 

 第４号議案、非農地証明願について、下記のとおり申請があったので承認を求め

る。令和元年８月９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、現況等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。 

 図面中央、太線部分が申請地になります。申請地は、現況宅地として使用されて

おり、昭和27年以前から農地ではなかったということで、国土地理院の航空写真で

の確認をしたところ、非農地であったと確認が取れております。 

 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。 

 ただいま事務局からの説明が終わりました。この件に対しまして、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。 

 

○事務局 この件に関しまして補足でご説明させていただきますと、今回の件につきま

しては、もともと現地が、写真を見ていただきますとお分かりのとおり家を建てて

おられます。その家の建て替えを今回しようとされたんですね。そのときに調べて

みたらまだ宅地になっとらんと、農地のままだったということで、じゃあそもそも

今の家を建てるときに農地法の許可申請をしてあるのではないかという話があり

まして、事務局でも許可が出てないかというのを随分調べたんですけれども、ちょ

っと許可が出ているのは確認できませんでした。それで本人さんに再度確認をしま

したところ、今の家も建て替えしているので、それ以前から宅地でしたという話が

あって、だったら農地法の施行日以前から農地ではないことが確認できたならば非

農地証明を行い農地から外すことができますということで申請に至ったというこ

とでございます。 

 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございます。 

 その他皆さんのほうから質問はございませんでしょうか。 

 はい、衛藤委員さん。 

 

○５番（衛藤彰一君） 非農地のこの証明を、今、現況は宅地なので、今後自由じゃな

いけども、いろいろやることを自分でやっていいということに受け取りました。農

業委員会には全く関係してないというふうに受け取りました。この願いがあるかな

いかの差がよくわかんないんですけど、その差がですね。 



 

○議長（福嶋求仁子君） 事務局から説明をお願いいたします。 

 

○事務局 これは熊本県が定めております非農地証明事務処理要領というものに基づ

いて処理をしてるものでございまして、その中で定めてある項目が、農地法が施行

されたのが昭和27年10月21日なんですけれども、それよりも前からもう農地ではあ

りませんでしたということが確認できたならば、本人さんから非農地証明の証明を

交付してくださいという願いがあったならば、そういう確認が取れたら交付をする

という、そういう定めに基づいて今回議案としてあげさせていただいたというとこ

ろでございまして、農地じゃないということが確認できれば、総会で審議のうえ証

明書を発行できますので、地権者はその発行を受けた非農地証明書を持って法務局

に行けば、地目変更登記が通りますので、そういうことで申請に基づいてこれから

交付をするということでございます。 

 

○５番（衛藤彰一君） わかりました。ありがとうございました。 

 

○議長（福嶋求仁子君） そのほか特にございませんか。 

（なしの声あり） 

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

ます。 

 第４号議案、非農地証明願いにつきまして、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。 

(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、非農地証明願いは、原案のとおり可決されました。 

 それでは、大薮職務代理と交代いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

（４）報告 

○会長職務代理者（大薮真裕美君） それでは、第１号報告から入らせていただきます。 

 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 それでは説明します。議案書の11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。令和元年８月９日、合志市農業委員会会長、

福嶋求仁子。 

 届出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して、転用

の理由は月極駐車場でございます。 



 続けて、場所を説明します。次の12ページをお開きください。 

 届出地は図面中央の太枠斜線部分で、九州自動車道の南側、上須屋区の住宅地内

に位置しております。 

 なお、現況写真のとおり、現地は既に駐車場として利用されておりますが、農地

転用届出の手続きは行われていなかったため、届出者には追加で始末書を提出して

もらったところです。平成24年12月ごろに砂利敷きを行い、月極駐車場としての貸

し出しを開始したということで、本来であればその際に農地転用届出を行うべきと

ころ、農地法に対する理解不足により届出を怠ってしまったということでございま

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） はい、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

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、ご意見等もないようでございますので、

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

は、以上で報告を終わります。 

 それでは、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。 

 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。13ページをお開きください。 

 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８月９日、合志市農業委員会会長、

福嶋求仁子。 

 今回は所有権移転３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。次の14ページをお開きください。 

 番号１と番号２の届出地は図面中央の太枠斜線部分で須屋区内の住宅に囲まれ

た場所に存在する農地です。番号１の転用目的は隣接地65.61㎡を含んだ、計405.61

㎡の建売住宅への転用で、番号２の転用目的は隣接地176.43㎡を含んだ、計837.43

㎡のアパートへの転用です。 

 次の15ページが番号３の届出地です。北バイパス、国道387号線に近接した場所

に存在する農地で、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、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。 

 

○５番（衛藤彰一君） この農地法の第４条とか第５条とか調べるにはそれば見ればよ

かですか。この第４条とか第５条はどういう内容なのかというのを調べるのは、ど

のあたりのどれを調べればいいんですか。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、それでは説明をお願いいたします。 

 

○事務局 はい、農地法第４条、第５条について、許可要件がどうなっているのかとい

うことにつきましては、５月の総会の際に農業会議からお越しいただいて勉強会を

していただいてるんですよね。その際のカラー刷り資料をお持ちだと思いますが、

その中に農地法のことについて概要が書いてありまして、許可要件がどうなってる

のかとか分かりやすく書いてあります。３条は、耕作目的で農地を借りたり買った

りする。第４条は、自分の農地を自分が農地以外にすること。第５条は、他人の農

地を借りたり買ったりして、農地以外にして使うということですね。 

 ５月の研修会ですのでお忘れになってるかと思いますので、お時間があるときに

でもいま一度資料に目を通していただければと思います。 

 

○議長（福嶋求仁子君） なかなかわかりづらいところはあるので、疑問に思ったとき

はいつでも質問をしていただけたらと思います。大体３条、４条、５条は、今、次

長が説明したような内容で議案書が出てまいりますので、お願いいたします。 

 

○事務局 すみません、多分議案書の中で、議案第何号で４条、５条が１回出てきて、

報告でまた４条、５条が出てくるのをごちゃごちゃになられてるかと思うんですけ

ど、議案第何号で４条、５条と出てくるのは、市街化調整区域内の農地転用で、許

可申請をしていただいて委員さんたちに現地調査をしてもらってる分で、報告とい

うのは市街化区域内の農地転用ですので届出で済むということになっております。 

 

○会長職務代理者（大薮真裕美君） 他にご質問、ご意見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

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。 

 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

（５）閉会 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、質問がないようでございますので、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す。 



 以上をもちまして、令和元年８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２時14分 


