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第２０回水俣市農業委員会 

 

１ 開催場所 新庁舎３階会議室ＡＢＣ 

２ 開催日時 

  開会 

  閉会 

令和４年２月１０日 

 ９時３０分 

１１時０４分 

３ 出席委員    

 農業委員 １３名 １番 坂本 隆司 君 

２番 松田 時義 君 

３番 森口 信二 君 

４番 山澤 親徳 君 

６番 金田一充章 君 

７番 稲田 祐市 君 

８番 中村 清治 君 

９番 廣島 康雄 君 

１０番 松本 公昭 君 

１１番 渕上 正嗣 君 

１２番 前田  仁 君 

１３番 戸次 治夫 君 

１４番 元村 善二 君 

４ 欠席委員    

 農業委員  １名 ５番 田畑 和雄 君  

 推進委員 １４名 １５番 平松 明子 君 

１６番 蒔元 政廣 君 

１７番 竹下 正治 君 

１８番 竹本 孝幸 君 

１９番 山内 秋光 君 

２０番 溝口 幸一 君 

２１番 安田 昌一 君 

２２番 坂口 新一 君

２３番 山口 初憲 君 

２４番 池田 郁雄 君 

２５番 原田 隆義 君 

２６番 森下 義孝 君 

２７番 下鶴 信雄 君 

２８番 古里 君廣 君 

    ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、農地利用

最適化推進委員の出席は求めなかった。 

５ 議事日程    

 第１ 議事録署名委員の選出 

 第２ 議第７３号  現況農地認定について 

議第７４号  農地法第３条の許可申請について 

議第７５号  農用地利用集積計画の申出について 

６ 農業委員会事務局 

 局  長  永松 正治 

次   長  大川 尊 

参  事  松原 真樹 

主  任  山内 哲郎 

 

 

 

 

 

 



議 長 

（坂本隆司君） 

只今より、第２０回水俣市農業委員会会議を開催いたしま

す。 

本日出席の農業委員は、１３名です。 

欠席者は、５番、田畑委員です。 

よって、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定に

より、本日の会議は成立いたしました。 

本日の署名委員は、１４番、元村委員、２番、松田委員にお

願いします。 

なお、農地利用最適化推進委員の皆様には、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大防止の観点から、出席を控えていただきまし

たので御了承ください。 

報告事項に入る前に、農業委員会憲章を指名した委員に読み

上げていただきます。 

本日は、６番、金田一委員にお願いします。 

 

６番委員 

（金田一充章君） 

農業委員会憲章 

一つ、農業委員会は、食料の自給率と自給力を維持・向上さ

せるため、適正な農地行政を務め、優良農地の確保と効率利用

を進みます。 

 

議 長 続きまして、報告事項について事務局より説明をお願いしま

す。 

 

事務局次長 

（大川尊君） 

 

はい、議長。 

議 長 はい、事務局次長。 

 

事務局次長 報告事項について、御説明申し上げます。 

報告事項（１）農用地の利用権の移転申出についてでござい

ます。 

議案書は、１ページになります。１件でございます。 

平成２７年２月２５日の第９回農業委員会会議で、貸し人か

ら熊本県農業公社への農用地利用集積計画の申し出について、

御審議、御承認いただいた農地になります。 

転借人である利用権の移転をする者への配分計画の認可に

つきましては、令和２年６月１２日付けで熊本県知事から認可

されております。 

利用権の移転をする者、土地の所在、地目、面積等は議案書

記載のとおりです。 

転借人が利用権を子に移転するということで、移転時期は、

令和４年２月１日からで、残存期間は３年と３か月残っており

ます。 



権利移転の理由は、経営移譲するためとなっております。 

この農地は、報告事項（２）農用地利用配分計画の認可につ

いての番号１においても報告しますが、既に県知事の認可もお

りています。場所は、報告事項（２）で御説明いたします。 

次に、報告事項（２）農用地利用配分計画の認可について、

でございます。 

議案書は、２ページになります。２件ございます。 

まず番号１ですが、先ほど報告事項（１）で御説明した農地

となります。 

平成２７年２月２５日の第９回農業委員会会議で、貸し人か

ら熊本県農業公社への農用地利用集積計画の申し出について、

御審議、御承認いただいた農地で、貸し人の農地につきまして、

熊本県農業公社が転貸人となり、転借人の父に貸し付けていま

したが、先ほど御報告しましたとおり、経営移譲がなされた農

地です。 

土地の所在、地目、面積は記載のとおりです。 

期間は、令和４年２月１日から令和７年４月３０日までの３

年３か月となっております。 

利用目的は、水田となっております。借賃は記載のとおりで、

利用権の種類は賃借権となっております。 

場所は、３ページを御覧ください。 

次に、番号２です。 

この農地は、先月の第１９回農業委員会会議で、経営移譲に

よる利用権の移転申出の報告を行った農地になります。 

記載のとおり、熊本県農業公社が転貸人となり、転借人への

貸借について、令和４年１月１１日付けで熊本県知事から認可

されました。 

土地の所在、地目、面積は記載のとおりです。 

期間は、令和４年２月１日から令和６年１月３１日までの２

年間となっております。 

利用目的は、樹園地で、借賃は記載のとおりです。 

利用権の種類は賃借権となっております。 

場所は、４ページを御覧ください。 

次に、報告事項（３）農地転用許可後の工事の完了について

でございます。 

議案書は、５ページになります。１件でございます。 

表の左から３列目の許可日欄記載の日付で許可を受け、表の

右から２列目の日付で、転用事業者から工事完了報告書の提出

がありました。 

右端の事務局確認日におきまして、事務局及び農業委員、推

進委員で現地を確認したところ、許可内容のとおり工事が完了

していましたので御報告申し上げます。 

次に、報告事項（４）合意解約通知についてでございます。 

議案書は、６ページになります。３件ございます。 

 まず、番号１についてですが、貸し人、借り人、土地の所在



等は記載のとおりです。 

解約の理由につきましては、圃場周辺の猪害や耕作地が増え

たことで管理維持に不安があるため、合意解約するものでござ

います。 

場所につきましては、７ページを御覧ください。 

次に番号の２番についてです。 

貸し人、借り人、土地の所在等は、議案書記載のとおりです。 

解約の理由につきましては、貸人との話し合いにより所有権

を移転することになり、本契約を解除することになったため合

意解約をするものでございます。 

場所は、８ページを御覧ください。 

次に番号の３番についてです。 

貸し人、借り人、土地の所在等は議案書記載のとおりです。 

解約の理由につきましては、貸人が別の方に売買を希望され

たため合意解約をするものでございます。 

場所は、９ページを御覧ください。 

報告事項の説明は以上となります。 

 

議 長 ありがとうございました。 

報告事項が終わりましたので、只今より議事に入ります。 

議第７３号、現況農地認定についてを議題といたします。 

ここは、農地として認定されましたら、後程、農用地利用集

積計画の申し出についてでも、御審議いただくことになってお

ります。 

関係委員の説明をお願いします。 

 

１３番委員 

（戸次治夫君） 

 

はい、議長。 

議 長 はい、１３番、戸次委員にお願いします。 

 

１３番委員 現況農地認定について番号１の説明をします。 

申請人、土地の所在は記載のとおりです。 

地目は、台帳は原野、現況は畑。面積は、１，１３５㎡です。 

土地は、昭和５１年頃から農地として利用しているとの事で

す。 

場所は１２ページを開けてください。山の袖にある細長い畑

です。 

次のページを開けてください。現況の写真が載っておりま

す。 

以前、農地利用の調査の時はＡ分類に匹敵するような状況で

した。現在は機械化されて乗用の茶摘み機械等を使っておられ

ますが、以前は、人力で取っていたような状況で、一旦それを



止められて、Ａ分類くらいの状況にはなっていました。 

昨年度で伐採して切り開いて、２月７日に事務局と坂口推進

委員と私で見に行きましたら、いつでも畑として出来るような

状況です。 

申請人に聞きましたら、今度の圃場事業では、必ずお茶を作

れではないそうです。なんでも作ればいいということです。 

作らなければ前の状態になるので、作ってくださいねと言い

ましたら、はい、作りますという言葉をいただきました。 

ここは農地として何ら問題ないかと思いますので、御審議の

程よろしくお願いいたします。 

 

議 長 関係委員より詳しく説明がありましたが、御質疑、御意見は

ございませんか。 

 

 （なしと言うものあり） 

 

議 長 御質疑、御意見も無いようですので、議第７３号、現況農地

認定については、認定してよろしいですか。 

 

 （異議なしと言うものあり） 

 

議 長 御異議も無いようですので、議第７３号、現況農地認定につ

いては、農地法第２条第１項の農地に該当するため、認定する

ことに決定します。 

次に移ります。 

議第７４号、農地法第３条の許可申請についてを議題といた

します。 

関係委員の説明をお願いします。 

 

２番委員 

（松田時義君） 

 

はい、議長。 

議 長 はい、２番、松田委員にお願いします。 

 

２番委員 

 

農地法第３条の許可申請１番について御説明いたします。 

譲渡人、譲受人、土地の所在は議案書記載のとおりです。 

地目は、台帳は畑。現況は一枚だけ綺麗にしてありましたが、

後は耕作放棄地です。 

譲渡人が高齢で跡継ぎもなく、ここ数年作物を作っていない

ということで荒れておりました。 

面積は１，６８７㎡。 

譲受人の状況です。畑４，９４２㎡持っていらっしゃいます。 

家の周りは耕作されていますが、後は耕作放棄地です。 



それは、急傾斜で農道もありません。崩壊危険地域に指定さ

れております。 

家の隣までが移転補償地になっていますから、家の移転もで

きない状況でした。 

譲受人は、８１歳。非常に元気のいい方で、道路の草払いを

ボランティアでやってらっしゃいますが、草払いを 1年に数回

やってらっしゃいます。 

息子さんも、時々、休みの時には手伝うとのことです。 

所有権移転で、利用目的は野菜となっております。 

現地調査を、２月７日に行政書士、事務局２名、譲受人、私

の５人で行いました。 

場所は１６ページです。 

農地法第３条第２項の各号には該当しないため、許可要件は

満たしていると思われますので、御審議の程よろしくお願いい

たします。 

 

１４番委員 

（元村善二君） 

 

はい、議長。 

議 長 はい、１４番、元村委員にお願いします。 

 

１４番委員 

 

農地法第３条許可申請の２番について説明申し上げます。 

譲渡人、譲受人、土地の所在は議案書記載のとおり。 

地目は、台帳、現況ともに畑です。 

面積は、６４６㎡。 

譲受人の状況ですが、現在、田が２，２２３㎡、畑が３，２

７０㎡、合計５，４９３㎡ですので、下限面積は達していると

思われます。 

場所は、先程、合意解約にありました２番の１７ページを見

てください。 

この畑には、現在、譲受人が玉葱と野菜類を作っておられま

す。 

私が譲渡人に電話しましたら、譲受人へやらないとどうにも

出来ないと言うことで、今回の譲渡になったわけでございま

す。 

譲受人は、水稲と玉葱、サトウキビを栽培されております。 

病弱ですので、百姓には問題があると思われますが、運動の

為にここを分けてもらうということでございました。 

農地法第３条第２項の各号には該当しないため、許可要件は

満たしておりますので、御審議の程よろしくお願いいたしま

す。 

それと、現地調査を２月７日に、私、溝口委員、行政書士と

譲受人夫婦で行いまして、何ら問題はありませんでした。 

 



議 長 関係委員より詳しく説明がありましたが、御質疑、御意見は

ございませんか。 

 

 （なしと言うものあり） 

 

議 長 御質疑、御意見も無いようですので、議第７４号、農地法第

３条の許可申請については、許可してもよろしいでしょうか。 

 

 （異議なしと言うものあり） 

 

議 長 御異議も無いようですので、議第７４号、農地法第３条の許

可申請については、農地法第３条第２項の各号には、該当しな

いため、許可書を交付することに決定いたします。  

次に移ります。 

議第７５号、農用地利用集積計画の申出についてを議題とい

たします。 

今回は、基盤整備事業による中間管理権の設定が多く挙がっ

てきておりますので、中間管理の方は、事務局より説明をお願

いします。 

 

４番委員 

（山澤親徳君） 

 

はい、議長。 

議 長 はい、４番、山澤委員お願いします。 

 

４番委員 

 

議第７５号、農用地利用集積計画の申出について、利用権新

規１番について説明いたします。 

貸人、借人、土地の所在は、議案書記載のとおりです。 

地目は、台帳、現況ともに田です。 

面積は、１，１１９㎡となっており、一筆でございます。 

始期終期につきましては、令和４年３月１日から令和９年２

月２８日まで。期間は５年です。 

利用目的は水稲。借賃は無償です。 

利用権の種類は、使用貸借権となっております。 

申請地は、議案書の３４ページを御覧ください。 

ヤギさんが一匹いました。周辺は棚田でございます。 

借人の状況につきましては、一人ですが農業に従事されてお

られ、他の地区にもサラダ玉葱を耕作されていて、農作業の従

事日数につきましても、１５０日以上頑張っておられ問題は生

じないと思われます。 

貸人の状況につきましては、同じ集落内の方ですが、他の所

から耕作依頼があったため、耕作することになり、自分の農地

が借人の自宅下にあるため、借人も耕作を希望されていたので

貸すことになりました。 



借人の経営拡大も図りたいということでしたので、何ら問題

はなく以上でございます。 

農業経営基盤強化促進法第１８条３項の各要件は満たして

いると思われますので、御審議の程よろしくお願いいたしま

す。 

続いて２番です。 

利用権は新規でございます。 

議案書は１９ページを御覧ください。 

貸人、借人、土地の所在は、記載のとおりです。 

地目は、２筆とも、台帳、現況ともに田でございます。 

面積は、７８２㎡と６７９㎡。２筆合計で、１，４６１㎡と

なっております。 

始期終期につきましては、令和４年３月１日から令和８年２

月２８日。期間は、４年です。 

利用目的は、水稲。借賃は無償です。 

利用権の種類は、使用貸借権となっております。 

申請地は、議案書の３５ページを御覧ください。 

借人の状況につきましては、奥さんと２人で農業に従事され

て、集落内の農地、棚田の管理もされ頑張っておられます。 

農作業の従事日数につきましても、２００日以上ですので、

問題は生じないと思われます。 

貸人の状況につきましては、借人と同じ集落内ですが、旦那

さんが他界されてからは奥さんがやっておられましたが、最近

は体調を悪くして耕作できなくなり、借人にお願いすることに

しましたということでした。 

以上のことから、農業経営基盤強化促進法第１８条３項の各

要件は満たしていると思われますので、御審議の程よろしくお

願いします。 

 

議 長  続きまして、３番から５１番まで、公社になっておりますの

で、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 はい、議長。 

 

議 長 はい、事務局次長。 

 

事務局次長  議第７５号、農用地利用集積計画の申出についての３番から

５１番まで、２０番を除いて一括で説明させていただきます。 

 議案書は１９ページから３２ページまでとなります。 

 まず、１９ページから御説明していきます。 

 ３番から１４番まで。ここは貸人、土地の所在、地目、面積

は、議案書記載のとおりでございます。基盤整備事業の地区と

なっております。 

 始期終期に関しましては、全て令和４年３月１日から令和１

４年２月２９日までで、期間は全て１０年間。 



 利用目的に関しましては、一部、普通畑がございますが、ほ

とんどが水田の利用となっております。 

 借賃につきましては、全て無償。利用権の種類は、使用貸借

権となっております。 

 借人は熊本県農業公社で、中間管理権の設定となります。 

 配分計画予定としては、議案書に載せておりますので、こち

らの方を御覧ください。 

 場所は、議案書の３６ページをご覧ください。 

 基本的に基盤整備の方は完了しておりまして、それぞれ耕作

されている状況でございます。 

 続きまして、番号１５番から２５番までについて御説明いた

します。 

 貸人、土地の所在、地目、面積に関しましては、議案書記載

のとおりでございます。 

 始期終期につきましては、令和４年３月１日から令和１４年

２月２９日までの、期間が１０年間。 

 利用目的は、全て水田と言うことになります。 

 借賃につきましては、こちらも全て無償で、使用貸借権とい

うことになります。 

 借人は、同じく県の農業公社。中間管理権の設定です。 

 配分計画予定の方は、議案書記載のとおりとなっておりま

す。 

 場所は、３７ページを御覧ください。 

 １５番から２５番は小さくて見えづらいかと思いますが、仮

地番と、従前地のままでの農地の部分が混在している所でござ

います。 

 一部基盤整備の方が始まっておりますが、全て整備が済んで

いる状況ではありません。ほとんど手付かずの状況かと思いま

す。 

 続きまして、番号２６番から３２番までですが、こちらの方

は、先程、農地認定がありました基盤整備事業地区となってお

ります。 

 貸人、土地の所在、地目、面積につきましては、議案書記載

のとおりでございます。 

 始期終期につきましても、同じく、令和４年３月１日から令

和１４年２月２９日までの１０年間となっております。 

 利用目的は、こちらの方は普通畑となっております。 

 借賃につきましては、こちらも全て無償。利用権の種類も使

用貸借権となっております。 

 借人は、県の農業公社で中間管理権の設定です。 

 配分計画は、議案書記載のとおりでございます。 

 場所は、３８ページを御覧ください。 

 先程説明がありました農地となっております。基盤整備の方

は、まだ完了していないかと思います。   

一部伐採等行われているような状況でございます。 



 続きまして、番号３３番から５１番。最後までとなります。 

貸人、土地の所在、地目、面積は、議案書記載のとおりです。 

 始期終期は、令和４年３月１日から令和１４年２月２９日ま

での１０年間。 

 利用目的は、全て水田となっております。 

 借賃につきましては、３６番、３９番、４６番が賃借権。一

部物納。残りは、無償の使用貸借権となっております。 

借人は、県の農業公社。配分計画予定者は、記載のとおりで

ございます。 

場所は、３９ページを御覧ください。 

ここは整備のほうは大体済んでいるような状況ですかね。 

以上、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の規定の方は

全てクリアしていると思いますので、御審議の程よろしくお願

いいたします。 

 

６番委員 

（金田一充章君） 

 

はい、議長。 

議 長 はい、６番、金田一委員にお願いします。 

 

６番委員 

 

議第７５号、農用地利用集積計画の申出の再設定、番号１番

について御説明させていただきます。 

議案書は３３ページです。 

貸人、借人、土地の所在は、議案書記載のとおりです。 

地目は、台帳、現況ともに畑。２筆合計２，２３６㎡。 

始期終期が、令和４年３月１日から令和８年２月２８日まで

の４年間です。 

 利用目的は果樹。利用権の種類は賃借権で、賃料は記載のと

おりです。 

 借人は、３０年程の甘夏栽培経験をお持ちです。自ら組合組

織を作り、産直で販売をされております。 

 組合の事務員作業もこなしながらではありますが、ほぼ専業

農家といって良いと思います。 

 場所は４０ページをご覧ください。 

 借人は、頑強な肉体の持ち主で、これからも暫くは頑張って

いかれると思います。 

 農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各要件を満たして

いると考えますので、御審議の程よろしくお願いいたします。 

 

７番委員 

（稲田祐市君） 

 

はい、議長。 

議 長 ７番、稲田委員お願いします。 

 



７番委員 

 

議第７５号、農用地利用集積計画の申出、議案書３３ページ

の利用権再設定２番について御説明いたします。 

貸人、借人、土地の所在は、議案書記載のとおりです。 

地目は、台帳、現況ともに田。土地は３筆ありまして、合計

面積は、２，６７７㎡です。 

土地の所在は、４１ページの地図を御覧ください。 

始期終期は、令和４年３月１日から令和１４年２月２９日ま

での１０年間で、利用目的は水稲。借賃は無償で、利用権の種

類は使用貸借権となっております。 

借人は、兼業農家として農業に従事され、水稲を中心に日夜、

一生懸命、奥さんと２人で頑張っておられます。 

農業経営基盤促進法第１８条第３項の各要件を満たしてい

ると思われますので、御審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議 長  関係委員より詳しく説明がありましたが、御質疑、御意見は

ございませんか。 

 

 （なしと言うものあり） 

 

議 長 御質疑、御異議も無いようですので、議第７５号、農用地利

用集積計画の申出についての、新規２０番を除いた、１番から

５１番、再設定の１番と２番については、承認してよろしいで

すか。 

 

 （異議なしと言うものあり） 

 

議 長 御異議も無いようですので、議第７５号、農用地利用集積計

画の申出についての、新規２０番を除いた１番から５１番、再

設定の１番と２番は、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おりますので、承認することに決定いたし

ます。 

 次に、新規の２０番を審議致します。 

なお、貸人である前田委員は、農業委員会等に関する法律 

第３１条第１項の規定により、議事に参与することはできませ

んので、前田委員の退場をお願いいたします。 

 

 （前田委員退場） 

 

議 長 関係委員の説明をお願いします。 

 

事務局次長 

 

はい、議長。 

議 長 はい、事務局次長。 

 



事務局次長 

 

議第７５号、農用地利用集積計画の申出についての２０番に

ついて、事務局から御説明申し上げます。 

こちらも先程、御説明しましたとおり、基盤整備事業の一部

となっております。 

貸人、土地の所在、地目は、記載のとおりです。 

面積は、１０筆で８，８５１㎡。始期終期は、令和４年３月

１日から令和１４年２月２９までの１０年間となっておりま

す。 

利用目的は水田。借賃は無償。利用権の種類は、使用貸借権。

借人は、県の農業公社で中間管理権の設定となります。 

配分計画の予定は、貸人と同じでございます。 

場所は、３７ページを御覧ください 

４筆は仮地番がふられております。それと従前農地が、６筆

でございます。 

場所の細かい説明はいたしませんので、地図を御覧いただけ

ればと思います。 

農業経営基盤促進法第１８条第３項の各要件を満たしてい

ると思われますので、よろしくお願いいたします。 

 

議 長 関係委員より詳しく説明がありましたが、御質疑、御意見は、

ございませんか。 

 

 （なしと言うものあり） 

 

議 長 御質疑、御意見も無いようですので、議第７５号、農用地利

用集積計画の申出についての新規２０番は、承認してよろしい

ですか。 

 

 （異議なしと言うものあり） 

 

議 長 御異議も無いようですので、議第７５号農用地利用集積計画

の申出についての新規２０番は、農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項の各要件を満たしておりますので、承認することに

決定いたします。 

前田委員の入場を認めます。 

 

 （前田委員入場） 

 

議 長 全提出議案の審議が終わりましたので、これをもちまして、

第２０回水俣市農業委員会会議を終了いたします。 

皆様、お疲れ様でした。 
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