
合志市農業委員会総会議事録 
 

１．開催日時 令和元年 11 月 11 日（月）午後１時 27分から午後２時 31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（12人） 

 

 

４．欠席委員（２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 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 

委 員      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 

会長職務代理者  1 番 大 薮 真裕美 

委 員      2 番 吉 川 幸 人 



○事務局長 定刻前ではございますが始めさせていただきます。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。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11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） 皆さんこんにちは。気温のほうも霜が降りたりして、平年で

すと、以前気象台に聞いたところによりますと、11月７日が熊本の霜の降りる日に

ちになっているということで、例年どおり霜が降りたのかなあと思っております。 

 さて、昨日、祝賀御列の儀が行われまして、天皇陛下のご即位を祝う国事行為、

滞りなく終わりました。改めて令和の時代がどのような時代になっていくのかなあ

と思いを馳せたところでございます。令和になりまして半年は過ぎているところな

んですけれども、心を新たにしたところですが、やはり平和というと、誰かにそれ

をつくってもらうのではなくて、やはり自らが平和になるような動きをやっていか

なければいけないのではないかなと思ったところです。 

 さて、祝い事といいますと、先日、11月３日の熊日新聞で、2019年の秋の叙勲受

賞者が発表されております。合志市から５名の方が受賞されておりまして、うれし

いことにその中には現在、農業委員をされております村上裕宣さんが、長年の合志

市消防団員として、また団長として務められたことを受賞されております。瑞宝単

光章受賞ということで、本当に私の知る限り、現役の農業委員さんで受賞される、

勲章を受け取られるという方は、本当に村上さんが初めてだったのではないかと思

っております。本当に村上さん、おめでとうございます。 

 ぜひ、農業委員会としても本当に喜ばしいことと思いまして、皆様のほうにご報

告させていただきました。まだまだお若いですので、今後もさらに活躍を期待した

いと思っております。 

 それから、一方で報告でございますけれども、11月７日にメールでお知らせをさ

せていただきました〇〇委員さんのお父様がお亡くなりになられまして、97歳とい

うお年でございました。互助会のほうからお香典を差し上げさせていただいており

ますので、ご報告させていただきます。 

 それから、先月の農業委員会の動きなんですけれども、新人の委員さん方の講習

会が行われまして、いかがだったでしょうか。午前中から午後までとかなり缶詰状

態で、しっかりと勉強をされたのではないかと思っております。これからも農業委

員活動に今回の勉強が生かされることを期待しております。 

 また、その他お知らせは後ほど事務局のほうからさせていただきますが、たくさ

んございますので後ほどよろしくお願いいたします。 

 それから、本日の議案のほうも第２種農地、第３種農地の大規模開発などがあが

っておりまして、皆様のほうからは忌憚のないご意見を頂戴いたしまして、慎重に

審議をいただきますようよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、本日の総会、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、大薮委員と吉川委員から欠席の届けが入っております。 

 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、会長の進行でお

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。特に何かご質疑やご質問があれば、挙手により発言をするよ

うお願いいたします。 

 それでは、３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、３番の工藤委員、４番の中嶋

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、６番の松野委員、

８番の平野委員、９番の峯委員、11番の荒木委員、推進委員の平山委員、よろしく

お願いしたいと思います。以上５名の方々には、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、議案のほう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、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11月11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。申請の理由は等価交換でございます。 

 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。 

 図面中央斜線部分が申請地です。泉ヶ丘市民センター東側の農地です。 

 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、露地野菜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す。 

 事務局の説明に関連いたしまして、担当地区の６番、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、事務局と農家及び現地調査をいたしました。譲受人は長年農家をされてお

り、今後は露地野菜を作付け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

業委員並びに推進委員さんで、何かご意見、ご質疑があればよろしくお願いいたし

ます。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。 

 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 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。申請の理由は売買でございます。 



 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。国道387号線の西側の農地です。 

 次に７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、露地野菜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す。 

 事務局の説明に関連いたしまして、担当地区の11番、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、事務局と農家及び現地調査を行いました。譲受人は長年農業をされており、

今後露地野菜を作付けされるということです。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何かご意見、ご質疑はござ

いませんか。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） はい、ありがとうございます。 

 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。 



 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ページをお願いいたします。 

 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11月11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９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

です。九州自動車道の北側、西合志南中学校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。申請者は不動産業を営んでおり、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、申請地のお

おむね500ｍ以内に教育施設であります西合志南中学校及び西合志東小学校が存在

し、前面道路に水道管及び下水道管が埋設されておりますことから、水管、下水道

管が埋設されている沿道で、概ね500ｍ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。 

 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、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手続き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した。 

 事務局の説明に関連いたしまして、担当地区の平山推進委員さんに、現地調査の

結果並びに補足説明をお願いいたします。 

 



○農地利用最適化推進委員（平山和敬君） それでは、現地調査につきまして報告しま

す。 

 令和元年10月31日の午前、私と大薮委員、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、譲受人が建売住宅５棟として農地を転用するものでございます。

申請地は第３種農地となり、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、推進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） 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。 

 転用目的はコインパーキングの拡張で、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、隣の点線囲みの部分が既存のコインパーキングです。 

 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、〇〇〇〇の利用者

向けにコインパーキングを設置しておられますが、現在の規模ではニーズを賄いき

れない状況であるため駐車場を拡張する計画です。図面の右側の点線囲みの部分が

既存の駐車場で、中央の太線囲みの部分が今回の申請地です。 

 18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

につきましては次の19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



することはできませんが、既存駐車場の面積が518㎡で、今回の農地転用面積が258

㎡であるため、例外規定の「既存施設の面積の２分の１以下の面積の拡張。」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、事業費を超え

る金融機関発行の残高証明書の添付があり、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、令和元年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、駐車区画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。 

 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、担当地区の平山推進委員さんに、現地調査の

結果並びに補足説明をお願いいたします。 

 

○農地利用最適化推進委員（平山和敬君） それでは、農地調査につきまして報告しま

す。 

 令和元年10月31日の午前、私と大薮農業委員、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、譲受人がコインパーキングの拡張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、既存施設の拡張であり、何ら問題はないかと思いま

す。 

 よろしくご審議のほう、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。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） はい、それでは、ご質問、ご意見などがないようでございま

す。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。 

（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、番号４につきまして、関連がございますので一括で上程いたします。 

 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３、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。３ページが番号３で、次の４ページが番

号４の申請内容です。 

 転用目的はどちらも宅地造成で、所有権移転番号３の申請は宅地造成144区画、

番号４の申請は宅地造成125区画でございます。売買による所有権の移転で、番号

３の譲渡人は計10名、番号４の譲渡人は計13名となっております。 

 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、太枠斜線の右側の方が番号３の申請地で、左側が番号４の申請地です。 

 次の22ページが申請地の現況です。申請地中央付近より４方向に写真撮影を行っ

ております。 

 次の23ページが配置図です。申請者は住宅メーカー及び今回の宅地開発にために

設立された法人であり、当該農地を売買により取得し、それぞれ144区画及び125

区画の宅地造成を行い、販売する計画です。なお、農地法では、土地の造成のみを

目的とする転用は、原則認められておりませんが、本案件につきましては、都市計

画法の規定による地区計画が定められている区域内にあり、農地法施行規則第47

条第５号の規定により例外的に許可できるものであります。 

 24ページをお願いします。まず、所有権移転番号３の立地基準、一般基準につい

てご説明いたします。農地の区分につきましては26ページにお示ししておりますと

おり、約8.6㏊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、親会社からの

資金の貸付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。 

 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、隣接する農地以外の土地3,621.73

㎡を含めた計画でありますが、特に問題は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、住宅各区画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。 

 ７の宅地の造成のみを行うことの妥当性につきましては、都市計画法に基づく地

区計画が定められており、農地法施行規則第47条第５号の規定により例外的に許可



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書が10月４日付けで合志市都市計画課に提出され

ており、既に同意が取れていることを確認済です。 

 次に25ページをお願いします。番号４の立地基準、一般基準についてご説明いた

します。農地の区分につきましては26ページにお示ししておりますとおり、申請地

の西側に合志市役所泉ヶ丘支所が存在しますことから、申請地のうち支所から300

ｍ以内に位置する12,877㎡の農地は第３種農地、残りの23,013㎡の農地は第２種農

地となります。 

 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

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。 

 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、隣接する農地以外の土地3,309.90

㎡を含めた計画でありますが、特に問題は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、住宅各区画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。 

 ７の宅地の造成のみを行うことの妥当性につきましては、都市計画法に基づく地

区計画が定められており、農地法施行規則第47条第５号の規定により例外的に許可

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書が10月４日付けで合志市都市計画課に提出され

ており、既に同意が取れていることを確認済です。 

 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した。 

 事務局の説明に関連いたしまして、担当地区の６番、松野委員さんに、現地調査

の結果並びに補足説明をお願いいたします。 

 

○６番（松野克紀君） それでは、現地調査について報告します。 

 令和元年10月31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、譲受人が３番のほうが宅地分譲144区画、宅地分譲125区画として

農地を転用するものでございます。第２種農地と第３種農地からなり、何ら問題は



ないかと思います。 

 よろしくご審議のほう、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、ご質疑はございませんでしょうか。推進

委員さんのほうはよろしいですか。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） はい、それでは、ご質問、ご意見など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、

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。 

（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、番号４は、原案のとおり可決されました。 

 なお、この案件につきましては、転用規模が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

への意見徴収を行います。 

 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５ページをお願いいたします。 

 賃借権設定番号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。 

 転用目的は農産物加工所への転用で、賃貸借による権利の設定です。 

 議案書別紙の27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号線の東側、再春荘病院、熊本高専の南側に位置する農地です。 

 次の28ページが申請地の現況です。 

 次の29ページが配置図です。申請者は夫婦で農業を営んでおり、主に露地野菜を

作っているということです。今回の申請は、収穫した野菜の洗浄、カット、パック

詰め、食品加工等を行うために作業場が必要とのことで、奥さんのお母さんより農

地を借りて農業用加工施設を設置するということでございます。 

 次の30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

区分につきましては次の31ページにお示ししておりますとおり、約0.8㏊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。 

 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、事業費を超え



る金融機関発行の残高証明書の添付があり、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２年４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。 

 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、担当地区の平山推進委員さんに、現地調査の

結果並びに補足説明をお願いいたします。 

 

○農地利用最適化推進委員(平山和敬君） それでは、現地調査につきまして報告しま

す。 

 令和元年10月31日の午前、大薮農業委員、私と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、借人が農産物加工所として農地を転用するものでございます。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、ご質疑はございませんでしょうか。ご質

問は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） はい、それでは、ご質問、ご意見など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２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、本案件の申請代理人であります〇番の〇〇委員さんは、退席をお

願いいたします。 

 それでは、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５ページをお願いいたします。 

 使用貸借権設定番号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。 

 転用目的は駐車場及び農業用資材置場への転用で、親子間での土地貸借の権利設

定です。 

 議案書別紙の33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、県道大津植木線の南側、西合志中学校の北側に位置する農地です。 

 次の34ページが申請地の現況です。 

 次の35ページが配置図です。申請者は６年ほど前に新規就農し、作物は主にイチ

ゴを作っておられるそうですが、今回新たにいちご狩りの観光農園をオープンする

よう計画され、イチゴハウスの隣の土地を来客用の駐車場に整備し、併せて農業用

資材置場も設置する計画です。 

 36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

につきましては次の37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にある農地で、高性能農業機械の営農に適する農地である

ことから、甲種農地となり、原則転用することはできませんが、今回の転用目的は

例外規定の農業用施設、農産物処理加工施設及び農畜産物販売施設に該当するため

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、事業費を超え

る金融機関発行の残高証明書の添付があり、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、令和元年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、駐車場、農業用資材置場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。 

 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） 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10月31日午前、私と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、借人が観光農園の来客用駐車場及び農業用資材置場として農地を

転用するものでございます。甲種農地ではありますが、例外規定の農業用施設に該

当しており、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、ご意見など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、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。 

（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、使用貸借権

設定、番号１は、原案のとおり可決されました。 

 退席中の〇〇委員さんは着席されるようお願いします。 

 それでは、第３号議案に入ります前に、委員の議事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、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。６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11月11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７ページをお開きください。 

 令和元年第11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20年の畑が3,326㎡でございます。５年の田が4,888㎡、畑

が35,350㎡でしたので、合計40,238㎡でございます。 

 今回の田の小計は4,888㎡、畑の小計は38,676㎡でしたので合計43,564㎡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270,122㎡、畑の小計は581,740㎡で合計851,862㎡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８から９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、９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、１件、4,888㎡でございます。 

 内契約予定件数は、１件、4,888㎡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。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、それでは平野委員さん。 

 

○８番（平野昭代君） 合意解約件数１件のところの4,888㎡なんですけど、〇〇さん

が解約した平米数ですかね。〇〇さんが解約した平米数であれば5,334㎡全部です

けど。 

 

○事務局 こちらのほうが、4,888㎡は番号の９番の分なんですけれども、すみません、

〇〇さんの分が抜けておりましたので、すみません、内契約予定のほうが２件に修

正をお願いいたします。契約予定の平米数、こちらを10,222㎡に修正をお願いいた

します。失礼いたしました。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、今の提示件数でよろしいでしょうか。 

 合意解約件数が２件、合意解約面積20,222㎡。 

 

○事務局 面積が10,222㎡です。ですので4,888㎡と番号７番の先ほどの5,334㎡をたし

た分ですね。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、合意解約面積が10,222㎡になります。訂正のほう

をよろしくお願いいたします。 

 平野委員さん、よろしかったでしょうか。その他ございましたらお願いいたしま

す。 

 

○８番（平野昭代君） それに続けて、内契約予定件数も２件で、この4,888㎡に3,326

㎡を足さないといけないと思うんですけど。〇〇さんとまた再設定しているので。

〇〇さんで解約して、今度〇〇さんで再設定をしていますね。 



 

○事務局 すみません、ご指摘のとおりです。この表の上のほうの合意解約面積が

10,222㎡、その下の内契約予定が8,214㎡ですね。ご指摘のとおりでございます。

失礼いたしました。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、９ページの合意解約件数、それから内契約予定、

この数字をもう一度正式によろしいでしょうか。 

 

○事務局 この農地法第18条第６項の規定による報告（合意解約）のこの表ですね、合

意解約件数が２件、その横にいきまして合意解約面積が10,222㎡、その一つ下にい

きまして、内契約予定が同じく２件、内契約予定の面積、そちらが8,214㎡となり

ます。失礼いたしました。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 訂正いただきましたでしょうか。 

 平野委員さん、その他特によろしかったでしょうか。はい、ご指摘ありがとうご

ざいました。 

 それでは、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） 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。 

 第３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、〇〇委員さんは

着席されるようお願いいたします。 

 それでは、お二方にも今の訂正事項のほうをもう一度お願いいたします。 

 それでは、〇〇委員さんと〇〇委員さん、今、訂正事項が少し入りましたので、

ページ数は９ページをお願いいたします。 

 

○事務局 ９ページをお開きいただきまして、９ページの下段の農地法第18条第６項の

規定による報告（合意解約）という小さな表があるんですけれども、そちらの上か

ら合意解約件数が２件、その横にいきまして合意解約面積こちらが10,222㎡、その

一段下にいきまして、内契約予定としまして２件、一つその隣にいきまして内契約

予定の面積、こちらが8,214㎡となります。失礼いたしました。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、第４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10ページをお開きください。 

 第４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。令和元

年11月11日提出、合志市農業委員会会長、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、議案書、別紙11ページとなります。 

 図面上部太枠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。 

 あっせん委員についてですが、申請地区担当の村上委員さん、有内推進委員さん

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） ありがとうございます。 

 事務局からの説明が終わりましたが、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４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、農地のあっせん委員の指名、番号１につきましては、原案

のとおり可決されました。 

 あっせん委員さんにおかれましては、大変ご苦労をおかけいたしますが、よろし

くお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

（４）報告 

○議長（福嶋求仁子君） 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。12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11月11日、合志市農業委員会会長、

福嶋求仁子。 

 今回の市街化区域内の農地転用届出につきましては議案書に記載しております

とおり、12ページの所有権移転が２件、13ページの賃借権設定１件の合計３件の届



出があっております。 

 続けて、場所を説明します。14ページをお開きください。 

 所有権移転番号１の届出地は太枠斜線部分で、武蔵野台区内の住宅に囲まれた場

所に存在する農地です。近くにマルキョウ合志店、コスモス武蔵野台店、合志南ヶ

丘小学校が存在する地域で、個人住宅への転用です。 

 次の15ページが所有権移転番号２の届出地です。周辺に白百合保育園、百合ヶ丘

保育園がある須屋区内の農地で、共同住宅への転用です。 

 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、10月８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16ページが賃借権設定番号１の届出地です。国道387号線沿いに位置し、周

囲は店舗等が建ち並ぶ商業地域です。 

 現地確認を行いましたところ、既に砂利敷きしてあり、駐車場として利用されて

おり、農地としての利用はなされていない状況でした。届出者には追加で始末書を

提出してもらった上で、農地法の手続きを怠ることがないよう厳重に注意を行った

ところでございます。 

 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

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、ご意見もないようでございます。 

 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。 

（なしの声あり） 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

（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11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31分 

 


