
合志市農業委員会総会議事録 
 

１．開催日時 令和元年 12 月 10 日（火）午後１時 09分から午後２時 12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（11人） 

 

 

４．欠席委員（３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 

 

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 

〃        7 番 吉 岡   近 

〃        8 番 平 野 昭 代 

〃        9 番 峯   隆 吉 

〃       10 番 嶋 田 昭 一 

〃       12 番 平 山 洋 生 

〃       13 番 村 上 裕 宣 

委 員      5 番 衛 藤 彰 一 

〃        6 番 松 野 克 紀 

〃       11 番 荒 木 安 孝 



○事務局長 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12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申し上げます。 

 

○会長（福嶋求仁子君） 皆さんこんにちは。11月21日、22日、諫早の研修は大変お疲

れさまでございました。17名の参加でしたけれども、諫早への研修は学ぶものが多

かったのではないかと思っております。12月６日付けの全国農業新聞をご覧になっ

た方は、もう既にお気づきの方もいらっしゃると思いますが、研修先の山開産商さ

んの宣伝広告が新聞に載っておりましたので、もう一度皆さん、ご覧いただければ

と思っております。第２農場と第３農場のほうの見学をさせていただいたところで

ございました。 

 山開産商の山開社長は、本当に農業に向かう姿勢、どういったものを作ってどう

いう気持ちで皆さんにお届けしているかというような、大変農業者としての心構え

をすごく学ばせていただいたように思っております。 

 また、次の日の諫早市農業委員会での研修ですけれども、農地の基盤整備をする

ことによって農地の集約活動を実施されているということで、新規就農の皆様方に

も本当に大変細かい心遣いをされているというところも感じ取ったところでござ

います。基盤整備というとなかなか取り組むのは大変なことではございますけれど

も、一つには、２次的な農地の基盤整備というのも今後考えていかなければいけな

いのかなということを実感したところでございました。 

 さて、令和元年最後の総会になります。師走は、日ごろの農業以外にも１年の締

めくくりや新年を迎える準備などお忙しい中かと思います。本日の総会は推進委員

の皆様方にもご出席をいただきまして、私たち勉強会になります。特に私たちは農

業者の公的な代表機関として、農地の利用を法律に則って適正に運用するように努

めてまいったところでございますが、適正に運用するためにも勉強は欠かせないも

のでございます。本日は農業者年金の勉強会でございますが、何度も繰り返し学ぶ

ことによって身についていくものと思いますので、どうぞ最後までよろしくお願い

したいと思います。 

 

○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、衛藤委員と松野委員、荒木委員から欠席の連絡が入っております。峯委

員のほうは若干遅れるということだろうと思っております。 

 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、この後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

いしたいと思います。 

 

○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



てお願い申し上げます。特に何かご質疑やご質問がある場合は、挙手により発言す

るようお願いいたします。 

 それでは、３番の議事に入ります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

（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、２番の吉川委員、７番の吉岡

委員、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、４番の中嶋委員、

９番の峯委員、12番の平山委員、13番の村上委員、推進委員の宮嵜さんでございま

す。委員の皆様方へは、適宜意見をお願いいたしますので、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、議案に入ります。 

 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12月10日提出、合志市農業委員会会長、

福嶋求仁子、記。 

 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１ページとなります。 

 図面中央斜線部分が申請地です。県道住吉熊本線の西側の農地です。 

 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

らみて耕作する農地のすべてを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、露地野菜を栽培する予定であり、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した。 

 事務局の説明に関連いたしまして、担当地区の推進委員、宮嵜さんに農家及び現

地調査の結果並びに補足説明をお願いいたします。 

 

○推進委員（宮嵜眞佐美君） 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、農業委員、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、今後は露地野菜を栽培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号議案の農地法第３条第１項の規定による所有権移転、番号２

でございますが、峯委員の到着が遅れておりますので、番号３のほうを先に審議さ

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、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 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。申請の理由は贈与でございます。 

 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。 

 図面中央斜線部分が申請地です。第二テクノ工業団地の北側の農地です。 

 次に12ページをお開きください。 

 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

らみて耕作する農地のすべてを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、スイカを栽培する予定であり、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） 事務局の説明に関連いたしまして、担当地区の推進委員、松

永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。 

 

○推進委員（松永幸一君） 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、農業委員、事務局と農家及び現地調査をいたしました。譲受人は農家をさ

れており、今後もスイカ栽培をされる予定ということで、特に問題はないと思いま

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、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。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は、

原案のとおり可決されました。 

 それでは、峯委員さん、到着されましたので、所有権移転、番号２のほうの説明

をさせていただきます。 

 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、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。申請の理由は贈与でございます。 

 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。県道大津植木線の西側の農地です。 

 次に７ページをお開きください。 

 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

らみて耕作する農地のすべてを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、水稲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。 

 

○９番（峯 隆吉君） それでは、農地及び現地調査につきまして報告いたします。 

 先日、推進委員さん、事務局、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、今後は水稲を作付けされる予定ということです。特に問題はな

いかと思います。 

 よろしくご審議をお願いします。 

 

○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。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 番号４、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。申請の理由は贈与でございます。 

 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。 

 図面中央斜線部分が申請地です。県道熊本菊鹿線の東側の農地です。 

 次に15ページをお開きください。 

 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

らみて耕作する農地のすべてを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、ネギを栽培する予定であり、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９番、峯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。 

 

○９番（峯 隆吉君） それでは、農地及び現地調査につきまして報告いたします。 

 先日、推進委員、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、今後はネギを栽培される予定ということです。特に問題はないかと

思います。 

 よろしく審議をお願いします。 

 

○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。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４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項の規定による賃借権設定、番号１

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。申請の理由は規模拡大でございます。 

 続けて申請地の場所ですが、議案書、別紙17ページとなります。 

 図面中央斜線部分が申請地です。県道大津植木線の南側の農地です。 

 次に20ページをお開きください。 

 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

らみて農地のすべてを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、大豆を栽培する予定であり、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） 事務局の説明に関連いたしまして、担当地区の13番、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、農地及び現地調査につきまして報告いたします。 

 先日、推進委員、事務局と農家及び現地調査をいたしました。借人は長年農家を

されており、今後は大豆栽培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、ご意見、ご質問がないようでございます。



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１号議案、農地法第３条第１項の規定による賃借権設定、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について上程いたします。事務局に説明を求めます。 

 

○事務局 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。申請の理由は経営部門拡大でございます。 

 続けて申請地の場所ですが、議案書、別紙21ページとなります。 

 図面中央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。 

 次に25ページをお開きください。 

 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

らみて農地のすべてを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、26ページをご覧ください。 

 こちらの１から４までの要件をすべて満たしており、農地所有適格法人としての

審査は問題ないと思われます。そのため、25ページに戻っていただきまして、２号

要件には該当しないことになります。 

 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、露地野菜を栽培する予定であり、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） 事務局の説明に関連いたしまして、担当地区の12番、平山委

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。 

 

○12番（平山洋生君） それでは、農地及び現地調査につきましてご報告いたします。 

 先日、推進委員、事務局と農家及び現地調査をいたしました。借人は農家をされ

ており、今後も露地野菜を栽培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。 

(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４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12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。 

 転用目的は建売住宅17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

です。西合志中学校の東側、国道387号線の西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17棟を整備し、販売する

計画です。 

 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、申請地は農

業公共投資はされておらず、次の31ページでお示ししておりますとおり、約0.5㏊

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、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２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。 

 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10月4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） それでは、現地調査につきまして報告します。 

 令和元年１月29日の午前、私と農業委員、農業委員会職員、推進委員と現地調査

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17棟として農地を転用するものでございます。

申請地は第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。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。なお、本案件につきましては、転用規模

が3,000㎡を超えるため、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、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４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33ページをお願いします。図面中央の太枠斜線部分２筆が今回の申

請地で、国道387号線の西側、御代志市民センターの北東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棟を整備し、販売する

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、次の37ペー

ジにお示ししておりますとおり、申請地のおおむね500ｍ以内に公益施設でありま

す市役所支所及び医療施設のかたやま内科漢方クリニックが存在し、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、事業費を超え

る金融機関発行の融資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、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、農地調査につきまして報告します。 

 令和元年11月29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２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。 

 はい、吉川委員さん。 

 

○２番（吉川幸人君） 異議はありませんけど一つだけ質問させてください。 

 土地代が10ａ当たり〇〇万円になっていますけど、これ〇〇万円の間違いじゃな

いですか。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、事務局からお願いいたします。 

 

○事務局 これにつきましては、総会に向けての事前検討というのを会長、職務代理と

行っておりまして、その際にもこれはご指摘を受けました。申請の際には資金計画

書も提出していただいていますので、土地取得費として計上されている金額がこれ

になります。ただ、この事業の面積は、10ａまで満たなくてその約半分なんですよ

ね。５ａぐらいですので、土地代としては〇〇万円ちょっとという形で、本当住宅

地の中に残っている農地なので、宅地並み価格での取り引きをされているというこ

とで理解しているところです。（「はい、わかりました」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（福嶋求仁子君） 他には何かございませんか。 

 はい、平野委員さん。 

 

○８番（平野昭代君） 議案書の別紙の37ページなんですけど、地図の下のほうに※印

で、概ね500ｍ以内に教育施設となっていますけど、地図と合わせられたほうがいい

のかなと思って。市民センターとかたやま内科漢方クリニックになっていますけど。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、それでは事務局から説明をお願いいたします。 

 

○事務局 すみません、ご指摘のとおりですね、下の説明の文言と上の地図が合ってお

りません。今、平野委員さんがおっしゃるとおりで、下の文言が間違っております。

失礼しました。 

 概ね500ｍ以内に公益施設であります市役所の支所と、もう一つが、医療機関であ

りますかたやま内科漢方クリニック、すみません、これが正しい内容となっており

ます。訂正させていただきます。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それではよろしかったでしょうか。 

 はい。今、37ページの一番下の※印の文面の中に教育施設と書いてございますけ

れども、これを御代志市民センターとかたやま内科漢方クリニックという形で書き

直していただければと思います。 

 

○議長（福嶋求仁子君） そのほかご質問はございませんでしょうか。それでは、その

ほかご質問や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。 

（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。 

 所有権移転番号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。 

 転用目的は資材置場への転用で、売買による所有権の移転です。 

 議案書別紙の39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、合志市福祉センターみどり館の南西側、栄工業団地の北西側に位置する県道大

津植木線沿いの農地です。 

 次の40ページが申請地の現況です。 

 次の41ページが配置図です。申請者は上下水道等の設備工事を行う法人で、資材

置場が手狭になってきたため、現在所有する資材置場の隣の農地である当該申請地

を売買により取得し、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

する計画です。 

 42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43ページでお示ししておりますとおり、約9.8㏊

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、各資材置場の配置、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13番、村上委員さんに、現地調査

の結果並びに補足説明をお願いいたします。 



 

○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。 

 令和元年11月28日の午前、私と推進委員さん、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、譲受人が資材置場として農地を転用するものでございます。申請

地は第２種農地であり、何ら問題はないと思います。 

 よろしく審議のほどお願いします。 

 

○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

ご質問はございませんか。 

（なしの声あり） 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、ご意見やご質問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。 

 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。 

 転用目的は資材置場への転用で、賃貸借による権利の設定です。 

 議案書別紙の45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、市の北東部に位置する県道住吉熊本線の沿いの農地です。申請地の南側が新環

境工場の建設予定地で、今回の申請は、新環境工場建設に係る資材置場及び現場事

務所設置のための一時転用です。一時転用の期間としましては、令和元年12月25

日から令和３年４月末までの１年４カ月余りの期間となります。 

 次の46ページが申請地の現況です。 

 次の47ページが配置図です。申請者は建設業を営む法人で、菊池環境保全組合よ

り雨水調整池工事を受注したことに伴い、図面のとおり、プレハブ事務所、駐車場、

資材置場として工事の期間中、一時的に転用を行われるものです。 

 48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



振農用地区域内に存在する農地であることから原則許可することはできませんが、

雨水調整池工事期間中のみの一時的な転用であることから、例外規定の仮設工作物

の設置等（一時転用）に該当するため許可可能です。なお、調整池工事の竣工後に

は再び農地に戻せるよう、シートを敷いた上に砂利敷きを行う等の対策を講じてお

られる状況です。 

 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月末日までにプレハブ

事務所等の設置が完了する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、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。 

 ９の一時転用の妥当性については、公共工事絡みの１年４カ月間の一時転用であ

り、また、シートを敷いた上に砂利敷きを行う等の後から農地に戻すための対策も

取られた上で転用を行われるものであり、特段問題はないものと思われます。 

 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４番、中嶋委員さんに、現地調査

の結果並びに補足説明をお願いいたします。 

 

○４番（中嶋サツ子君） それでは、現地調査につきまして報告いたします。 

 令和元年11月28日の午前、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、借人が資材置場として一時的に農地を転用するものでございます。

申請地は、借人の隣接する施設建設に従う一時的な転用であり、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。よろ

しかったでしょうか。特にご質問はございませんか。（「よろしいですか」と呼ぶ者

あり）はい、工藤委員さん。 

 

○３番（工藤信夫君） この一時的な期間とありますけど、その終わった時点の確認と

かそういうのは、きちんと農業委員会のほうでやられるということですね。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、事務局のほうからお願いできますでしょうか。 



 

○事務局 当然ですね、農振農用地なので最優良農地になりますので、工事のほうが竣

工したら報告をしていただいて、ちゃんと農地に戻ったというところまでの後追い

は当然行うところです。 

 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございます。 

 そのほか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。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、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13番の村上委員さんは、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12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７ページをお開きください。令和元年第12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、今回から説明いたします。 

 利用権設定、存続期間10年の畑が6,448㎡です。５年の田が6,947㎡、畑が18,048

㎡でしたので、合計24,995㎡でございます。３年の田が2,342㎡でございます。 

 今回の田の小計は9,289㎡、畑の小計は24,496㎡でしたので合計33,785㎡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279,411㎡、畑の小計は606,236㎡で合計885,647㎡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1,214㎡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9,051㎡、畑の小計は33,999㎡、その他の小計は9,010㎡で、合計52,0

60㎡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ページから10ページまでは、各自でご確認をお願いいたします。 

 次に、11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、１件、9,912㎡でございます。 

 内契約予定件数は、１件、9,912㎡でございます。 

 内契約が無い件数は、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。何か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） それではご意見、ご質問がないと認めてよろしいですか。 

 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、第３号議案の審議が終わりましたので、退席中の村上委員さんは着席

されますようお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

（４）報告 

○会長職務代理者（大薮真裕美君） それでは、第１号報告に移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12月10日、合志市農業委員会会長、

福嶋求仁子、記。 



 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、４条届出の１件となっております。 

 続けて、場所を説明します。13ページをお開きください。 

 図面中央の小さい三角形のところが農地法第４条第１項第７号の届出地です。熊

本電鉄須屋駅の南側、堀川の北側に位置する須屋区内の農地で、道路への転用です。 

 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

問等ございませんでしょうか。ございませんか。 

（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。 

 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） 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12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12分 

 


