
合志市農業委員会総会議事録 
 

１．開催日時 令和２年１月 10 日（金）午後１時 25分から午後２時 10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４条第１項の規定による許可申請について 

第３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いて 

第５号議案 農業委員会の法令遵守の申し合わせについて 

第６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 

会長職務代理者  1 番 大 薮 真裕美 

委 員      2 番 吉 川 幸 人 

〃        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 

委 員      3 番 工 藤 信 夫 



○事務局長 定刻前ですが皆さんお揃いになられましたので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。こんににち

は。ご着席ください。 

 ただいまから、令和２年１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） それでは、皆さん、おめでとうございます。 

 新年はどのようにお迎えになったことでしょうか。すばらしい新年を迎えられた

ことと思います。 

 農業委員会も新しい年を迎えまして、いよいよ実質的に動き始める年となってお

ります。皆様の地域の中での皆さんのご活躍がこれから本当に期待される年にもな

りますので、どうぞお力添えいただきますようよろしくお願いしたいと思います。 

 今年は、既に女性農業委員としては、先日８、９日と東京のほうに研修に出掛け

させていただきました。全国の女性のネットワークの中から、女性登用問題につき

ましての全国的な話し合いということで参加させていただいております。そういっ

た中でも合志市は30％を女性の農業委員の数のほうが達しておりまして、全国的な

中でも登用率が進んでいる地域でもありますので、そういった中で合志市のほうを

ＰＲさせてきていただいたところです。今後、その女性登用に関しましても男性の

皆様方の大きな力が必要になってくるかと思いますので、今後とも大きな力添えい

ただきますようお願いいたします。 

 

○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、工藤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、この後の議事につきまして、会議規則に則りまして、会長の進行でお願い

いたします。 

 

○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。特に何か質疑や質問があれば、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、５番の衛藤委員、６番の松野

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、１の大薮委員、６

番の松野委員、９番の峯委員、11番の荒木委員、13番の村上委員、以上５名の委員

さんへ適宜ご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、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につきまして、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２年１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。県道大津植木線の南側の農地です。 

 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、農業委員と事務局、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。どうぞよろしく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。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） それでは、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

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。県道大津植木線の南側の農地です。 

 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、大豆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、農家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。譲受人は長年農家

をされており、今後は大豆を栽培される予定です。特に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、ご質問はござ

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４条第１項の規定による農地の転用につきま

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。 

 第２号議案、農地法第４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２年１月10日提出、合志市農業委員会会長、

福嶋求仁子、記 

 番号１の申請人、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。 

 転用目的は貸資材置場及び貸駐車場への転用です。 

 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。合志南小学校の東側、県道住吉熊本線に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。写真のとおり現地は既に無断で転用を行って

ありまして、申請者には追加で始末書を提出してもらったうえで、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。 

 無断転用に至った理由としましては、申請者の方の農地法に関しての認識不足と

いうことで、平成23年ごろより許可を受けずして資材置場や駐車場として利用して

きたということです。違反転用ではありますが、制度上、農地転用許可基準であり

ます立地基準及び一般基準を満たすならば、追認が可能となっておりますことから、

事後承認もやむを得ない状況であると思われます。 

 次の11ページが配置図です。図面のとおり資材置場、駐車場として利用をされて



いる状況であり、引続きこれまで同様に利用するとのことです。 

 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、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、申請地のおおむね500ｍ以内に教育施設であります合志南小学校及び公

益施設の南部保育園が存在しますことから、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、６の計画面積の妥当性については、資材置場

及び駐車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12月27日の午前、私と推進委員と農業委員会職員とで現地調査を行い、

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、申請人が貸資材置場及び貸駐車場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。 

（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。 

 採決を行います。 

 第２号議案、農地法第４条第１項の規定による農地の転用について、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４条第１項の規定による農地の転用については、

原案のとおり可決されました。 

 続きまして、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３ページをお願いいたします。 

 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２年１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

です。御代志市民センター及び西合志図書館の北西側に位置する農地です。 

 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。申請者は申請地横に居住する個人であり、当該申請

地を売買により取得し、貸駐車場10区画を整備し、月極駐車場として貸し出す計画

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、次の19ペー

ジにお示ししておりますとおり、申請地の南東約300ｍに市役所支所であります御

代志市民センターが存在しますことから、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、既に駐車場の借受予定者との間で

賃貸借契約が締結されており確実性が見込まれます。 

 ６の計画面積の妥当性については、駐車場の区画、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、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） 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12月27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ったとおりで

ございます。 

 今回の申請は、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。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） はい、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。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、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、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３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、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22ページが申請地の現況です。 

 次の23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12棟を整備し、販売する

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、次の25ペー

ジにお示ししておりますとおり、約7.5㏊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、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３年３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12月27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、譲受人が建売住宅12棟とし、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、何ら問題がないかと思います。 

 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、ご質疑はございませんでしょうか。特に

ご質問、ご意見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、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２は、原案のとおり可決されました。 

 続きまして、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３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。昨年11

月総会でご審議いただきましたコインパーキングの更なる拡張の申請です。前回申

請分につきまして、許可後に工事の方も完了し、完了報告書の提出まで終わった上

での今回の申請となっております。なお、これが最後の拡張で、これ以上の拡張は



予定されておりません。 

 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、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、左側の太線囲みの部分が今回の申請地です。 

 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、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、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776㎡で、今回の農地転用面積が248

㎡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。 

 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１番、大薮委員さんに、現地調査

の結果並びに補足説明をお願いいたします。 

 

○１番（大薮真裕美君） それでは、現地調査につきましてご報告いたします。 

 令和元年12月27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。申請地は第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、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） 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、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３は、原案のとおり可決されました。 

 続きまして、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 それではご説明をいたします。４ページをお開きください。 

 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いて、下記のと

おり取りまとめたので承認を求める。令和２年１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２年第１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2,029㎡、畑は23,733㎡でしたので合計25,762

㎡でございます。５年の田が7,645㎡、畑は19,786㎡でしたので合計27,431㎡でご

ざいます。 

 今回の田の小計は9,674㎡、畑の小計は43,519㎡でしたので合計53,193㎡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9,674㎡、畑の小計は43,519㎡で合計53,193㎡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6,791㎡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０㎡、畑の小計は6,791㎡で合計6,791㎡でございます。 

 以上、第４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、８件、23,427㎡でございます。 

 内契約予定件数は、６件、19,226㎡でございます。 

 内契約が無い件数、２件、4,201㎡でございます。 



 なお、こちらの内契約が無い農地については、地主さんで適正に管理されるとの

ことです。 

 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。 

 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。 

 推進委員さんのほうからも何かご質問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） それではご質問なしと認めてよろしいでしょうか。 

 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、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

ては、原案のとおり可決されました。 

 続きまして、第５号議案、法令遵守の申し合わせ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10ページをお願いいたします。 

 第５号議案、農業委員会の法令遵守の申し合わせについて。 

 本議案につきましては、昨年11月総会の際にご説明いたしましたとおり、他県に

おいて農地転用にかかる収賄容疑で農業委員会会長が逮捕されるという不祥事が

立て続けに発生しましたことから、全国農業会議所より法令遵守の申し合わせ決議

について要請があったため、議案として上程いたしましたところです。 

 以下、議案書を読み上げさせていただきまして、議案の説明といたします。 

 農業委員、農地利用最適化推進委員は、農業者の公的な代表機関である農業委員

会組織の一員として、高い倫理観を持ち、法令を遵守し、公正にその職務を遂行す

ることが必要不可欠である。よって、下記事項についてここに申し合わせ、決議す

る。令和２年１月10日提出、合志市農業委員会会長、福嶋求仁子、記 

 １、農業委員会が担っている職務と責任を改めて自覚し、法令に則り適正に農地

制度を運用すること。 

 特に、農業委員会法第31条の議事参与の制限、同法第33条の議事録の公表を適正

に実施して、農業委員会の議事の公正さを確保すること。 

 ２、農業委員、農地利用最適化推進委員としての高い倫理観を維持し、法令遵守

を徹底するための研修等を実施すること。 

 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説明が終わりましたが、何かこの件に関しましてご質疑はご



ざいませんでしょうか。特に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） それでは、第５号議案、農業委員会の法令遵守の申し合わせ

につきまして、承認することに異議の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５号議案、農業委員会の法令遵守の申し合わせにつきましては、原案

のとおり可決されました。 

 委員の皆様におかれましては、引き続き公正に職務を遂行されますようお願いい

たします。 

 続きまして、第６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11ページをお開きください。 

 第６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２年１月10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、12ページをお開きください。 

 図面中央太枠斜線部分が申請地です。県道原植木線の西側、生坪地区共同作業所

近くの農地です。 

 あっせん委員についてですが、申請地区担当の荒木委員さん、宮田推進委員さん

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。 

 ただいま事務局から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６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６号議案、農地のあっせん委員の指名につきましては、原案のとおり

可決されました。 



 あっせん委員の皆様におかれましては、大変ご苦労でございますが、よろしくお

願いいたします。 

 それでは、報告に移らせていただきます。職務代理、交代してよろしいでしょう

か。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

（４）報告 

○会長職務代理者（大薮真裕美君） 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２年１月10日提出、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、所有権移転２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、西須屋団地区内に存在する農地で

す。近くに百合ヶ丘保育園、熊本電鉄新須屋駅が存在する地域で、宅地分譲地への

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。須屋市民センターの北東側に位

置する住宅地の中にある須屋区内の農地で、宅地分譲地７区画への転用です。 

 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、12月６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。 

 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。農業委員及び推進委員さんのほうで何か

ご質疑等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。 

 以上で議案のほうは審議が終わりました。 

 

－－－－－－－○－－－－－－－ 



（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２年１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 10 分 


