
合志市農業委員会総会議事録 
 

１．開催日時 令和２年２月 10 日（月）午後１時 35分から午後２時 45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 農地法第２条第１項の規定による農地に該当するか否かの判断につい 

      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      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 

委 員      2 番 吉 川 幸 人 



○事務局長 それではまず、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２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。明後日から雨のマークが少し続いてお

りますので、きょうの晴れ間というのはとても大切だろうなと思います。皆様の本

日の審議のほうが慎重審議いただきまして、スムーズに進みますようお願いしたい

と思います。 

 それから、１月のいろいろな行事ございましたけれども、県北ブロック大会の中

での澤畑先生の講義はいかがだったでしょうか。４月からの人・農地プランの実質

化に向けての動きそのものが、私たちはどうしたらいいかというところの問題点み

たいなものがしっかりお話されていたかと思いますので、また、ブロック研修の研

修資料などももう一度目を通していただいて、４月に向けて頑張っていきたいと思

っております。 

 また、新規就農者の奨励金の交付式を１月30日に行いましたけれども、今年度３

組の方が奨励金をお受け取りになりました。豊岡の青山さんとそれから栄の坂本さ

ん、そして大池、御代志のほうの内平さんという３名の方がお受け取りになりまし

て、今後農家で頑張っていくということで、農業委員会としても激励の言葉を述べ

させていただきました。それぞれの地域の各農業委員さんがいらっしゃいますので、

ぜひいろんなことで迷ったときには、ぜひひと声お声かけくださいといったことも

お話をさせていただきましたので、何かお話があったときには、皆様の温かいお言

葉を、励ましの言葉をまたいただけて、またその悩みの解決できる方向にご相談に

乗っていただければ大変うれしいと思っております。 

 少し長くなりましたけれども、本日の総会も皆様の慎重審議いただきますようよ

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、吉川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、会長の進行をお願い

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、８番の平野委員、９番の峯委

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番の大薮委員、

４番の中嶋委員、７番の吉岡委員、９番の峯委員、11番の荒木委員、以上５名の委

員さん方へ適宜ご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。 

 所有権移転、番号１、番号２につきましては、関連がございますので一括で事務

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、賃借権設定及び使

用貸借権設定について、下記のとおり申請があったので承認を求める。令和２年２

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。県道大津西合志線の北側の農地です。 

 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50アール以上のため、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。 

 続けて、所有権移転番号２について説明いたします。 

 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。県道大津植木線の北側の農地です。 

 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50アール以上のため、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７番、吉岡委員さんに農家及び現

地調査の結果並びにその補足説明をお願いいたします。 

 

○７番（吉岡 近君） 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。 

 １月31日、農業委員、推進委員、事務局と現地調査を行いました。今回の申請は、

長年農家をされている同士の交換であり、現在の畑と同じ内容の芝と野菜を引き続

き耕作されるそうです。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、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１、番

号２は、原案のとおり可決されました。 

 続きまして、第１号議案の農地法第３条第１項の規定による賃借権設定、番号１

及び使用貸借権設定、番号１につきましては、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 賃借権設定、番号１、使用貸借権設定、番号１の申請人の住所、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。申請の理由は新規就農でご

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。国道387号線の東側の農地です。 

 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50アール以上のため、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） 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、推進委員、事務局と農家及び現地調査をいたしました。借人は新規就農奨

励金も認定されており、今後はアスパラとＷＣＳを栽培される予定です。特に問題

ないと思います。 

 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項の規定による賃借権設定、番号１及び使用貸借

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項の規定による賃借権設定、番号１及び

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 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。申請の理由は新規就農でございます。 

 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。県道大津植木線の北側の農地です。 

 次に16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50アール以上のため、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。 

 

○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４番、中嶋委員さんに、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。 

 

○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、推進委員、事務局と農家及び現地調査をいたしました。借人は新規就農奨

励金を認定されており、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項の規定による使用貸借権設定、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。 

 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２年２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17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18ページが申請地の現況です。 

 次の19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農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。 

 20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21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以内に市役所支所であります御代志市民センター及び教

育施設の西合志中学校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、おおむね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について２月４日付け

で申請済であることを確認しております。 



 ６の計画面積の妥当性につきましては、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合志市都市計画課に提出済みであり、既に同意

が取れている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、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２年１月31日の午前、私と推進委員さん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10棟として農地を転売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。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、ご質問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。 

 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６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、西合志南中学校の東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。 

 次の25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農地を売買により取得し、住宅６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、括弧１の立地基準についてですが、次の27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１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について1月15日付で

申請済であることを確認しております。 

 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合志市都市計画課に提出済であり、既に同意が

取れている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報告いたします。 

 令和２年１月31日の午後、私と農業委員会職員、それから推進委員さんと現地調

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、譲受人が建売住宅６棟とし、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。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、資材置場への通路への転用で、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。申請地は市の東部に位置しており、菊陽

町との市町村界に接したところになります。図面中央の小さい四角囲みの部分が申

請地で、北側の点線囲みの部分が山林で、資材置場の予定地です。 

 次の30ページが申請地の現況です。 

 次の31ページが配置図です。申請者は建設会社を経営しており、図面中央の点線

囲みの自分が所有する山林を資材置場として使用するため、その南側の県道と接す

る当該申請地を通路として転用する計画です。 

 32ページをお願いします。まず、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

2.4㏊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、申請地以外の場所でも資材置場に適する場所は無いか検討を行わ

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、事業費を超え

る金融機関発行の残高証明の添付があり、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６月末日までに竣工の予

定であり問題ないものと思われます。 

 ５の農地以外の土地の利用見込みについては、隣接する山林を資材置場とし、申



請地は道路からの進入路として使用する計画であり、特段問題は無いものと思われ

ます。 

 ６の計画面積の妥当性については、申請地の246㎡を通路として転用するもので

あり、規模に特段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７番、吉岡委員さんに、現地調査

の結果並びに補足説明をお願いいたします。 

 

○７番（吉岡 近君） それでは、現地調査につきまして報告します。 

 令和２年１月31日の午前、私と推進委員さんと農業委員会職員さんとで現地調査

を行いました。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、譲受人が資材置場への通路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。それ

では質問ございませんか。 

（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、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12番の平山委員さんは、

議案審議が終了するまで退席をお願いいたします。 

 続きまして、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。５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２年２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６ページをお開きください。 

 令和２年第２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600㎡、畑は6,464㎡でしたので合計7,064㎡で

ございます。７年11カ月の田が4,329㎡、畑が2,901㎡でしたので合計7,230㎡でご

ざいます。５年の田が5,810㎡、畑は53,107㎡でしたので合計58,917㎡でございま

す。１年の畑が200㎡でございます。 

 今回の田の小計は10,739㎡、畑の小計は62,672㎡でしたので合計73,411㎡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20,413㎡、畑の小計は106,191㎡で合計126,604㎡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4,901㎡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11,692㎡で合計11,692㎡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７から11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、11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、４件、14,838㎡でございます。 

 内契約予定件数は、３件、12,781㎡でございます。 

 内契約が無い件数、１件、2,057㎡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） はい、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。推進委員さんのほうも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、退席中の平山委員さん、着席をお願いい

たします。 

 続きまして、第４号議案、農地法第２条第１項の規定による農地に該当するか否

かの判断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 それではご説明申し上げます。議案書の12ページをお願いいたします。 

 農地法第２条第１項の規定による農地に該当するかどうか、要は農地か非農地か

の判断について、審議の上意見を決定いただくものです。 

 今回の案件は議案書に記載しておりますとおり２件でございます。この２筆につ

きましては昨年夏に実施いたしました利用状況調査におきまして、山林化がかなり

進んだ農地であることを確認し、県からの荒廃農地調査でもＢ分類として報告を行

ったところでございます。国からの通知によりますと、荒廃農地Ｂ分類と判断した

農地については、再生すべき農地なのか、又は非農地化しても差し支えない農地な

のか、速やかに判断して次の対応を行うよう求められているところです。 

 この２筆の農地につきましては、公共投資はされておらず、農振農用地でもなく、

経営所得安定対策等の国の補助金の対象となっていないため、非農地と判断するこ

とに特段支障は無いものと思われます。 

 なお、非農地判断となりました場合には、法務局、県、市税務課にその旨を通知

し、併せて地権者の方に地目変更登記をされるよう通知することになります。 

 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、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） 現地調査を去る31日に推進委員さんと一緒に現地調査を行いま

した。また農業委員会の職員の皆さんも一緒に見ました。ただ、荒れてそこの木は、

大体センダンが30年生が１本、あとは大体10年生ぐらいかなという感じはしました。

２筆の中の１筆がそういうことであります。ほかの部分も、もう一枚のところも10

年生ぐらいのセンダンがありました。そういうような状況で、ただ一番心配なのは、

隣に畑があることです。隣の畑を作られる方が、なんか今のところまだ意見は聞い

ておりません。それで担当地区としては、まだ隣の意見を聞いてから判断をするな

らばと思っておりますけども、ここの何もないところで今回が初めてのことですか

ら、慎重にいきたいなとは思っております。こういう状態のところはどういうふう

に進めたらいいのかですね、隣には畑があります。隣には今、多分ここの農業委員



さんが作られている牧草地があると思います。だからどう判断していいかというの

は何もありません。農地の方にお聞きしてから、私、担当地区として意見を言いた

いと思っております。以上です。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 現地調査をされたわけですので、もしよろしければきょうの

会議の前にその隣接する農地の持ち主の方のご意見を聞いていただければ大変よ

かったかなと思っております。 

 

○９番（峯 隆吉君） そこまでの判断をしてくださいということは言ってありません

でしたので、だれの持ち主かもありません今のところ。ただ、１筆だけは牧草畑に

なっております。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、まだ調査不足ということになりますね、そうなる

と。 

 

○９番（峯 隆吉君） 調査不足というか、調査をするような体制をとっていませんと

いうことです。ただ、そのことが提案があっただけです。ここが荒れているから今

回見とってくださいということで。それで、それをどう判断するかは地主、隣の農

家をされる方に聞かなければいかんでしょう。そういう手続きをみんなで考えてし

とったほうが、あとあとまたそういうのが出てくると思いますから、いいんじゃな

いでしょうかということを言いたい。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それではですね、ほかの委員さん方の今のご意見に関しまし

て、発言があればお願いいたします。 

 はい、工藤委員さん。 

 

○３番（工藤信夫君） 事務局の説明だと、地主さんは変えたいわけでしょう、地主さ

ん自体は。その意向がなかったら、あとあと登記とかいろいろな問題が出てくる、

そこまでは全然いってないわけですか話は、農業委員会のほうでは、説明を聞きた

い。 

 

○事務局 非農地化判断、議案としてお諮りする以上、今回初めてのことですので、地

権者の方がその先きちんと地目変更登記までされる方かどうかというのは、地権者

の方に話しましたところで議案に上げておりまして、地権者の方は、きちんとその

規定に則り手続きは進めると。ただ、この農地については、相続した農地で、非農

家、お父さんは農業をされていたようですけれども、本人さんはサラリーマンです

ので手付かずになっていて、非常に気にはなっとったと。だから周りの方に迷惑に

なっとるということは重々知っとったと。周りの農地の方、幸いなことにお知り合

いだそうで、その方には会うたびにお声がけして、「すみません」ということで言

っているというところでございまして、じゃああと判断としましては、非農地化し

ないてなったら、農地に戻してくださいという指導になってまいります。農地に戻

してくださいといって農地に戻る場所かという問題もありますし、非農地化したと



いうことで、農業委員会が非農地化判断したから、山になったからということで、

隣の人に迷惑かけ放題でいいかというとそうではありません。山林であっても隣の

農業者の方には、当然地権者として迷惑がかからないように対応はとってしかるべ

きですので、隣の方に迷惑がかかる状況であれば、そういうお話があれば当然農業

委員会のほうから指導をするという形にはなってまいります。 

 以上でございます。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 峯委員さん、どうぞ。 

 

○９番（峯 隆吉君） 判断をする、隣の地主の方、ここはあとでは山になれば家を建

てられるような様子のところだと思います。まったくの農地ではありません。農振

じゃないと思う、農振になるところでは。家がだんだん建ってきていますから。だ

から、それはいいんですけども、隣の農家の方がＯＫであれば、私はＯＫというこ

とでしたいと思っていますけども、大薮さんが多分作っていらっしゃるところと思

います。 

 

○１番（大薮真裕美君） うちじゃないです。〇〇君が作っています。 

 

○９番（峯 隆吉君） 〇〇さんですか、今は〇〇さんだった。〇〇さんが作っている

ところと、名前を言うといかんから言わなかったけども、牧草があるところです。

それと隣のまた挟まれたところに荒地があって、その隣に畑があるということです

から、ただ住宅がね、何年かすると、10年もすれば建つのかなあという思いもあり

ます。あるけども、隣の農家の方がイエスと言えば、私も別にそこまではタッチし

ません。そういう結論がちょっと今のところ出しにくいものだから私が、ＯＫとい

うことが言えないだけです。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 現地の担当地区の峯委員さんのご意見がそういうことですの

で、そのほかの皆さんのご意見としてはいかがでしょうか。（「すみません、もう

一つ」と呼ぶ者あり）はい、工藤委員さん。 

 

○３番（工藤信夫君） これで認めた場合は、登記上は畑を雑種地になるとですか。山

林じゃないでしょう。（「山林です」と呼ぶ者あり）山林になると。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、事務局、お願いいたします。 

 

○事務局 あくまでも地目を認定するのは登記官なので、法務局のほうでの判断になり

ますけれども、農業委員会としては、農地ではなく山林と判断しましたということ

で、法務局のほうには通知を出すというところでございます。 

 

○３番（工藤信夫君） 認めて、本人が、では山林で登記したりして、山林だったらい

えばソーラーでもなんでも付けられるわけですよね。そういう場合、宅地に変える

とはまた別なことになる。宅地にはならんわけでしょう、さしあたって。 



○議長（福嶋求仁子君） 事務局、お願いいたします。 

 

○事務局 地目が畑から山林に変わった場合は、確かに農地法の規制はなくなります。

ただ、市街化調整区域には別の都市計画法という縛りがありますので、都市計画法

にもなんも縛りがないものであれば、山林を何か、例えば資材置場にすることは可

能です。それと太陽光発電についても可能かと思います。ただ、家を建てようとす

る場合には、都市計画法の開発許可が必要になりますので、農地転用は必要なくと

も開発許可が必要になるということです。 

 以上でございます。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、工藤委員さん。 

 

○３番（工藤信夫君） ここらへんは前、幼稚園かなんかの第２種農地のところですよ

ね、大体。わかりました。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、ありがとうございます。 

 そのほか皆さん、ご質問はございませんでしょうか。 

 はい、峯委員さん。 

 

○９番（峯 隆吉君） 私、さっき言ったように、隣の農家の方がね、ＯＫならば私は

いいと思います。それを確認しないと向こう側もあるし、両脇もあるし。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、まだ隣接する、４面ともに畑のほうに接している

ということでよろしいでしょうかこれは。 

 

○９番（峯 隆吉君） ３面です。３面か、両面はこっちから見て道から見えますから、

すぐ見えます。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、事務局、お願いいたします。 

 

○事務局長 今まではここの地区につきましては、周りから苦情あたりは出てはないん

ですよね。先ほど次長のほうが言いましたように、なんかそういった苦情があれば

文書等でやってするところですので、当然地目が山林なら山林になった場合は、今、

その防止として使われているのは、山林化しましょうというやつですね。それで、

当然そのまましとって木垂れうったりするなら、文書をこちらからやったりとかす

る予定ではあります。今のところ周りから苦情というのは出とる状況ではありませ

ん。ただ、うちもずっとほったらかしとくと、そうやっていわゆる荒廃農地として

ずっと残りますので、分母を減らさないかんというところもあります。それと国も

なるべく山林化できるものはしなさいというのも国のほうから出ていますので、今

回初めてにはなりますけれども、先ほど次長が言いましたように、これがほったら

かしてずっとなるとやっぱりいかんと当然思います。なので、今回、特に何かあっ

た場合は、こちらのほうからまたいろいろ指導あたりはしていきたいと考えており



ます。以上です。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは事務局、お願いします。 

 

○事務局 事務局なんですけども、今の話が現地調査に峯さんたちと私が行ったんです

けども、話したのは、山林に変わることで宅地化、そこがもしかしたらいろんな法

律をクリアして家ができるかもしれないと。その場合に隣の耕作している人たちが、

日照とかそういった迷惑を被ってくるんじゃないかという意味合いで言われてい

るんじゃないかなあと思いますけど。 

 

○９番（峯 隆吉君） いいえ、農業委員は農地を守る機関ですから、それが大事。頭

に考えるとですよ。立場として。隣の農地の方がＯＫ出せばいいですよということ、

ただ単純なことなんですよ。それを言わなければ、もし同じようなことがあって、

だめですよて農家の方が言われたときに、何で許可したのて言われたときにね、言

い訳がきかんとですよ。農家の方がＯＫをしたならば、隣の農家の方がＯＫしたな

らお墨付きがつくでしょう、ＯＫしたでしょうて。（「すみません、いいですか」

と呼ぶ者あり） 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、衛藤委員さん。 

 

○５番（衛藤彰一君） 今の話の中で、多分借りてらっしゃると思うんですけど、借り

てらっしゃる方がＯＫ出したからＯＫとはちょっと違う。 

 

○９番（峯 隆吉君） ああ違う、それは借りてないところもある。 

 

○５番（衛藤彰一君） いやいや、だから今の話しがですよ。じゃあ今の現状で、峯委

員さんの話は、そのされている方がＯＫならＯＫとかというんじゃなくて、地主さ

んとかなんかていうたらまた少しは感じるところと、じゃあ今、畑で木が生えてい

ると。これが山林になって、じゃあこれをどうするかていうと、恐らく何も変わら

ない状況だと思うんですよね。ですから、何かおっしゃるんであれば、その部分に

ついて何か変化があるのならまだしも、畑の中に木が生えてずっとやってるのを畑

て言うんじゃなくて、おそらくそれは山林として認可したほうがいいんじゃないか

という話でしょうから、横の畑の人のことを気にしすぎるとですね、地主さんだと

いうなら別だと思うんですよ。 

 

○９番（峯 隆吉君） いや地主の方もおらすから、だから、なら地主の方がですよ、

農業委員の方に、「何で許可したんですか」て、「こういうふうに邪魔なって日陰

になってくるでしょう」て。 

 

○５番（衛藤彰一君） どっちにしても邪魔なっとっどね。 

 

○９番（峯 隆吉君） 今、邪魔なっとっですよ。邪魔なっとるばってん大きくなるか



ら、だんだん大きくなるから。大きくならんならよかですよ。これが何メーターと

だんだん大きくなっていくなら。 

 

○５番（衛藤彰一君） でも畑のままだろうが山林になろうがふとなっていくじゃない

ですか。 

 

○９番（峯 隆吉君） 大きくなっていく。 

 

○５番（衛藤彰一君） でしょう。 

 

○９番（峯 隆吉君） 山林になるなら・・・。 

 

○５番（衛藤彰一君） でも心配しなるのはわかるですよ、俺も農家だけん。 

 

○９番（峯 隆吉君） いやいや、農家をね、守る立場でいうならそういうことになる

ということを言ってるだけです。 

 

○５番（衛藤彰一君） だけん今、国のほうでもそういうふうな方向でいきたいという

こともおっしゃっていますし、ですから、今後考えていくのは、そういうのが増え

ないようにということで峯委員さんは心配しとんなるわけでしょうから。 

 

○９番（峯 隆吉君） だからそれがね、何もないもの、今度初めてだから何もないで

しょう何も、制約するとも開放するのも何も取決めがないから、今のところ。どう

いう判断をしたがいいかということなら、農地を守ることを考えて、私たちは農業

者だから、農業を守ることを考えてやって、これはどうでしょうかていう提案しか

なか。それだけのこと。だから、隣の方がＯＫて言えば私はいいですよて、それは

開放せないかん、しよんなかこっだから。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、今回この総会にこの議案があがってくるというこ

とは、その担当地区の委員さんとしては、そこまでお考えであれば、本来ならばこ

の上がる前にその隣接する農地の皆さん方の。 

 

○９番（峯 隆吉君） いや、今回は、あがるとかなんか、話がありますよというただ

それだけのことだから、だからそこの周りの地権者のことを調べて、私ももらって

私に提案してもらえれば、行くことが仕事があるから行きます。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 本来ならばその思いを総会の前に事務局のほうに提案をして

いただいて。 

 

○９番（峯 隆吉君） いやいやそんなもんじゃなか。そこまでの提案のあれじゃなか

ったから。ただ行って話をどういうふうになるか考えとってくださいということの

提案、それが話し合いの場になるのかなてみんなで考える。これにあがるというこ



とは考えとらんから、話し合いの場にあがるということを考えて・・・。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 議案書につきましては数日前に。 

 

○９番（峯 隆吉君） 議案書は見てない、初めて見たばっかり。 

 

○議長（福嶋求仁子君） そしたら総会の前に、やはり担当する現地調査に行くという

ことは議案にあがるということですので、（「いやいや、そうじゃなくて」と呼ぶ

者あり）その前に事務局に提案をしていただいて。 

 

○９番（峯 隆吉君） それはね、議案にあがるということは聞いてないから、みんな

でこういったときはどうするかということを考えてみてはどうでしょうかという

ことだから。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、事務局からご意見があるそうですのでお願いしま

す。 

 

○事務局 言っていいかわからないですけど、現地調査をしたときに、大分峯委員さん

が悩まれていたので、私個人的には、よければ農業委員さん全員でその現地を見た

らどうかなあというのは、個人的に思いました。 

 

○13番（村上裕宣君） 今ちょっと事務局が言っていたのと一緒で、まず見ましょうよ、

場所を、全員で。（「みんなで勉強して、こういう場合はどうしたほうが・・・」

と呼ぶ者あり）先に勉強会をしたがいいんじゃないですか。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、わかりました。それでは事務局、お願いいたします。 

 

○事務局 この議案として委員さんに判断していただきたいのは、農地法という定義で、

農地とは何かについて第２条で規定してあるんですよね。議案書と一緒に別紙でお

送りしておりますけれども、２条で、「この法律で農地とは、耕作の目的に供され

る土地を言い」と書いてあります。それに対して現況を見てどうなのかということ

なんですよ。国が言ってるのは、本当農地に戻すべきところは指導して農地に戻さ

せなさいと。農地に戻らないところは、非農地化、農地のままほっとくんじゃなく

て、現況を確認して山林化してるのであれば外しなさいと言ってますので、確かに

峯委員さんがおっしゃるような、周りの方のご意向というのも必要なんでしょうけ

れども、ただ、ご意向を聞いて、「いや山林化、それはちょっと」と言われたとき、

じゃあ地権者の方に、農地に戻してくださいと言って、現状としてあの農地、あの

場所を農地に戻そうとすれば、費用的に相当な金額がかかるんじゃないかと思いま

す。普通のサラリーマンの方が、そこまでの費用をかけて農地に戻されるかという

のもちょっと一つ思いはするんですよね。現実的に、簡単に戻してくださいといっ

て、簡単に戻りますという状況ならいいんでしょうけど、はたして言ったところで

農地に戻るかといったら、それは本当厳しいんじゃないかなというふうに現地を見



て自分は思ったところです。 

 

○９番（峯 隆吉君） はい、わかりました。農家の方の思いは言わなくていいという

ことですね。 

 

○５番（衛藤彰一君） 違うと思います。それじゃあないと思います。俺は、今の話を

聞いたらそういうことじゃないと思います。 

 

○９番（峯 隆吉君） いや、そういうことじゃないばってん、結果的には別にされん

もん・・・。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、峯委員さんの疑問に思ってらっしゃること、それ

から農家を心配していただいてる気持ちもありますので、一度現地をですね、今回

初めての提案ということですので、一度現地調査を実施したいと思います。 

 

○９番（峯 隆吉君） そして現地調査をしてね、みんなで集まってして勉強して、こ

こまでという線をね、ある程度の線を基本的な線を引かれると、皆さんもそういう

場所が今度あったときに決められるんじゃないですか。判断をされるんじゃないで

すか。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、ありがとうございます。 

 今、疑問に思われたところを、周辺の地権者なり耕作されている方のご意見等も

すべてまとめさせていただいて、（「うん、そのほうがいい」と呼ぶ者あり）そし

て、皆さんで現地調査をしたあとにもう一度話し合い、議案としてあげさせていた

だきまして、答えを出していただけると思っております。 

 

○９番（峯 隆吉君） その場所だろう、そのことがあるんだろうと思ったんです。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、ありがとうございます。 

 それでは、今、ご意見がでましたけれども、そういった内容で皆さんのほう、ご

了解いただけますでしょうか。 

（はいの声あり） 

○議長（福嶋求仁子君） はい、それでは、もう一度議案書として次回あげさせていた

だきますので、それまでに現地調査等の連絡が入るかと思いますので、ご協力のほ

うをよろしくお願いしたいと思います。 

 事務局のほうはよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。 

 それでは、第４号議案につきましては、以上で審議を終わらせていただきます。 

 それでは、第１号報告のほうに移らせていただきます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

（４）報告 



○会長職務代理者（大薮真裕美君） それでは、第１号報告に移ります。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。 

 事務局に説明を求めます。 

 

○事務局 それでは説明します。14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２年２月10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４条届出につきましては議案書に記載しており

ますとおり、１件となっております。 

 続けて、場所についてご説明いたします。15ページをお開きください。 

 図面中央の太枠斜線分部が農地法第４条第１項第７号の届出地です。熊本電鉄御

代志駅のすぐそばに位置しており、貸家への転用です。議案書の写真のとおり、現

地には既に住宅が建っておりまして、届出者の話によりますと、元々はこの建物は

東隣の宅地の部分に建っていたそうですが、平成元年にその宅地にアパートを建築

する際に、隣の農地が空いていたので曳家で家を移設したということです。農地法

についての知識がなく安易な気持ちで家を移設してしまったということです。そう

いった事情について聞き取りを行った上で、始末書付きで届出を行ってもらったと

ころです。 

 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。 

 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。 

 事務局に説明を求めます。 

 

○事務局 それでは説明します。16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２年２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５条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１件の届出があっております。 

 続けて、場所を説明します。17ページをお開きください。 



 図面中央の細長い長方形の分部が届出地です。西合志南小学校の南側、西合志南

保育園の北側に位置しており、住宅敷地への転用です。 

 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で、何かご

質疑等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） 

○会長職務代理者（大薮真裕美君） それでは、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。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

（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２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45分 

 


