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第２１回水俣市農業委員会 

 

１ 開催場所 新庁舎２階会議室ＡＢ 

２ 開催日時 

  開会 

  閉会 

令和４年３月１０日 

 ９時３０分 

１０時２６分 

３ 出席委員    

 農業委員 １４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 

５番 田畑 和雄 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  ０名   

 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 報告事項（１）合意解約通知について 

報告事項（２）農用地利用集積計画及び配分計画の一部変更に

ついて 

報告事項（３）農用地利用配分計画の認可について 

議第７６号  農地法第３条の許可申請について議第７７号   

議第７７号  農地用第５条の許可申請について 

議第７８号  農用地利用集積計画の申出について 

議第７９号  非農地判定について 

議第８０号  農地法第３条第２項第５号の規定による別段の

面積の設定について 

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２１回水俣市農業委員会会議を開催いたしま

す。 

本日の出席の農業委員は、１４名です。 

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、３番、森口委員、４番、山澤委員にお願

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、５番、田畑委員にお願いします。 

 

５番委員 

（田畑和雄君） 

農業委員会憲章 

一つ、農業委員会は、農地利用の最適化をめざし、担い手へ

の農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規

参入の促進に努めます。 

 

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）合意解約について、でございます。 

議案書は、１から２ページになります。６件ございます。 

まず、番号１から３についてでございますが、３件とも、借

人は同じ方です。 

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、借人の体調不良のため合意解約

するものでございます。 

場所につきましては、３から５ページをご覧ください。 

次に番号の４番についてです。 

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、借人が替わるために合意解約を

するものでございます。 

場所は、議案書記載のとおりです。 

次に番号の５番、６番についてです。 

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、賃借権から使用貸借権に切り替

えるために合意解約をするものでございます。 

使用貸借切り替えにつきましては、令和４年２月１０日の第

２０回農業委員会会議で、農用地利用集積計画の申し出につい

て、既に、御審議、御承認いただいた農地になりますが、先月

の締切後に、解約の通知がありましたので今回の御報告になり

ました。 

この農地は、報告事項（３）農用地利用配分計画の認可につ

いての番号１４においても報告します。 

 場所は、議案書記載のとおりです。 

次に報告事項（２）農用地利用集積計画及び配分計画の一部

変更について、でございます。 

議案書は、８ページをご覧ください。１件でございます。 

利用権設定を行う者、受ける者、土地の所在等は、議案書記

載のとおりです。 

変更の理由につきましては、支払い方法を物納から金納に切

り替えるため、一部変更するものでございます。 
物納から金納に賃借権のままであり、権利の変更はありませ

んので、報告のみとなります。 

次に、報告事項（３）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９ページから２２ページまで、全部で５３件ござい

ます。 

令和４年２月１０日の第２０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。 

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が、１６番から３４番までは、終期

が、令和４年３月１日から一時利用地使用収益開始日の前日ま

での記載となっております。 

これは、まだ、基盤整備が終わっていないため、基盤整備が

終了し、再び農地として使用できるようになるまでは無償と

し、使用貸借権で借り上げているためでございます。 

利用目的は、水田と普通畑となっております。 

借賃は、議案書記載のとおりです。 

利用権の種類は、番号の４１番と４８番の２件が賃借権、あ

とは使用貸借権となっております。 

場所は、２３ページから２６ページに地区ごとに記載してお

りますのでご覧ください。 



 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７６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。 

まず、１番の議案を審議した後、２番の議案を審議します。 

関係委員の説明をお願いします。 

 

５番委員 

 

はい、議長。 

議 長 はい、５番、田畑委員にお願いします。 

 

５番委員 議第７６号農地法第３条の許可申請について、説明申し上げ

ます。 

議案書２８ページの番号１をお願いします。 

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、台帳現況ともに畑。 

面積は、２筆合計５，３４９㎡。 

申請理由は、所有権移転売買。利用目的は、柑橘類というこ

とです。 

現地調査は、３月７日に元村委員、山内委員、行政書士、事

務局２名で行いました。 

譲受人の状況としまして、畑１５，３４１㎡。構成員は譲受

人と奥さん７０歳、造船業をしています長男４２歳ということ

で、一人兼業ということになります。 

譲受人は、もともと造船業に始まり、今は息子さんが主体的

にやっておりますが、造船も今は仕事があまりないということ

で、農業に励んでおられます。 

今あちこちで、農園を買い求めているということで、子供に

今後やらせたいという思いがあってですね、３人で生活できる

ように面積を広めていきたいということがあります。 

それと譲渡人は高齢の為、３年くらい前に一度話があったん

ですが、その時は息子さんがやるということだったので、話が

途切れていましたが、今回、どうしても出来ないということで、

この話になったということでございます。 

以上ですが、農地法第３条第２項の各号には該当しない為、

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。 

 

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７６号、農地法第

３条の許可申請の１番については、許可してよろしいですか。 

 

 （異議なしと言うものあり） 

 

議 長 御異議もないようですので、議第７６号農地法第３条の許可

申請についての１番については、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２番を審議します。 

なお、２番の譲受人である田畑委員は、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、田畑委員の退場をお願いします。 

 

 （田畑委員退場） 

 

議 長 関係委員の説明をお願いします。 

 

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、台帳現況ともに畑、面積は３筆合計で５４６㎡です。 

ここは、３月７日に現地調査を致しましたところ、３筆に分

かれておりますが、１枚の畑となっておりました。 

譲受人は、法人化されており、玉葱を大々的に栽培されてお

ります。 

所有権移転ということで売買です。 

利用目的は柑橘ですが、中晩柑を植えるということでござい

ました。 

この土地は、譲受人が購入したいと、以前から譲渡人のお父

さんに了解を得ておりまして、今回、お父さんが亡くなられて

娘さんに譲渡された為、購入となりました。 

場所は、３０ページをご覧ください。 

譲受人の自宅の裏になります。 

ここは平坦地で非常にいい所でございますが、現在は草でご

ざいまして、譲受人が管理されるということでございます。 

農地法第３条第２項の各号には該当しない為、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。 

 

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７６号、農地法第

３条の許可申請の２番については、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７６号、農地法第３条の許

可申請２番については、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。  

田畑委員の入場を認めます。 

 

 （田畑委員入場） 

 

議 長 次に移ります。 

議第７７号農地法第５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。 

 

１４番委員 

 

はい、議長。 

議 長 はい、１４番、元村委員お願いします。 

 

１４番委員 

 

議第７７号農地法第５条の許可申請について、説明申し上げ

ます。 

番号１。譲渡人、譲受人、土地の所在は議案書記載のとおり

です。 

地目は台帳現況ともに田。面積は４４１㎡です。 

転用目的は、公民館駐車場にするということでございます。 

現在、公民館を事務所にしているが、駐車場がなく不便であ

ったため、今回ここを購入するということでございます。 

第２種農地でございます。 

施設の概要ですが、４４１㎡を駐車場、転用面積も同じです。 

土地代、造成工事は、議案書記載のとおりです。これは残高

証明がついております。 

場所は、議案書記載のとおりです。 

家は、別の方の駐車場を借りていて、そこを買いたいという



ことで自治会のほうに相談しましたが、そこを売ってほしいと

言ってもなかなか返事がなかったそうで、今回、譲渡人の田ん

ぼを買うということでございます。 

この田んぼは、水はけが悪く、水が湧いている状態でしたの

で、周囲に側溝を入れて排水をするということです。 

現在排水はＵ字構が入っていて、そちらに流すということ

で、周辺農地には何ら影響はないと思われます。 

３月７日に現地調査を行いまして、確認しました所、問題は

ないと思われましたので、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、御意見もないようですので、議第７７号、農地法第

５条の許可申請については、農地転用の許可基準を満たしてお

りますので、許可相当と判断し、本会の意見として決定してよ

ろしいですか。 

 

 （異議なしと言うものあり） 

 

議 長 御異議もないようですので議第７７号、農地法第５条の許可

申請については、本会の意見として許可相当と決定いたしま

す。 

次に移ります。 

議第７８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。 

関係委員の説明をお願いします。 

 

７番委員 

（稲田祐市君） 

 

はい、議長。 

議 長 はい、７番、稲田委員にお願いします。 

 

７番委員 

 

 議第７８号農用地利用集積計画の申出、３６ページの利用権

新規設定１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に記載のとおりでございま

す。 

地目は、台帳現況ともに田で、土地は２筆で合計面積７５３

㎡です。 

始期終期は、令和４年４月１日から令和１４年３月３１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、兼業農家として水稲を中心に農業に従事され、御夫

婦で一生懸命頑張っておられます。 

近頃この地区で増えてきた、未耕作地を借りて遊休農地の解

消にもご協力いただいております。 

また、この周辺の遊休農地対策で、農業推進委員の方々と協

力されて、里芋の栽培も行われておられます。 

以上のように、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の要

件を満たしているものと考えられますので、御審議の程よろし

くお願いいたします。 

 

議 長  はい、２番、松田委員お願いします。 

 

２番委員 

（松田時義君） 

 利用権新規設定の２番について御説明します。 

 貸人、借人、土地の所在は、議案書記載のとおりです。 

 地目、台帳は畑、現況は耕作放棄地で、１３４㎡。 

 始期終期は、令和４年４月１日から令和２４年３月３１日ま

での２０年です。 

利用目的は野菜。借賃は無償。利用権の種類は使用貸借権で

す。 

 借人は、医療関係にお勤めです。 

 現在７０歳ですが、身体に良い野菜を作りたいということ

で、考えていらっしゃいます。 

 借人の実家は、農業をしていらっしゃいますので、もし借人

ができなくなったら家族が３人いらっしゃいますので、応援体

制も出来ているそうです。 

 場所は、議案書記載のとおりです。 

 借人は、週に３日休みがありますので、農業はできるという

ことでした。 

 家族の協力体制もできておりますので、まず、耕作放棄地を

開かないといけないわけです。大変ですと話をしましたとこ

ろ、とにかくやってみますということで、非常に張り切ってい

らっしゃいます。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件は満たし

ているものと思われますので、御審議の程よろしくお願いいた

します。 

 

１２番委員 

（前田仁君） 

 

 はい、議長。 

議 長  はい、１２番、前田委員お願いします。 

 

１２番委員 

 

 利用権新規、３番について御説明いたします。 

 貸人、借人、土地の所在は、議案書の記載のとおりでござい



ます。 

 地目は、台帳現況ともに田。面積は１，６３９㎡の内１，１

５６㎡。始期終期は、令和４年４月 1日から令和９年３月３１

日までの５年でございます。 

 利用目的は水稲で、借賃は無償。利用権の種類は、使用貸借

権でございます。 

 借人の経営面積につきましては、記載のとおりでございま

す。 

 現地の確認と聞き取りを借人に行いましたが、この農地につ

きましては、令和元年度まで中山間地直接支払制度によって管

理されておりましたが、現在、この集落は取り組みを辞められ

て、昨年は借人が試験的に水稲の作付けをしたということでご

ざいました。 

 また、借人の水田と隣接しておりまして、耕作しやすい所で

ございました。 

 借人は現在６１歳で、夫婦２人で暮らしておられますが、農

繁期には奥さんや兄弟が手伝うとのことでございました。 

また、農業従事日数も１５０日を超え、頑張っておられます

ことから、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、何ら問題ないと思われますので、御審議よろし

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。 

 

１３番委員 

（戸次治夫君） 

 

 はい。 

議 長  はい、１３番、戸次委員。 

 

１３番委員 

 

 ２番の件でお伺いします。 

 期間が２０年、家族の方が応援するということで、後は大丈

夫かなと思いますが、でも、経営面積は０ということで、面積

も少ないんですが、それに対しての農機具等は聞いていらっし

ゃいますでしょうか。それと経験等をお伺いします。 

 

２番委員 

 

 借人ですが、実家が農業をしていらっしゃいます。それで実

家からトラクター等借りる事ができるそうです。 

 面積が狭いですので、まず耕作放棄地を開墾しないといけな

いわけです。それで貸人も、２０年くらい貸さないとだめだと

いうことで、本当はずっと使ってもらいたいなということでし

た。 

 野菜を作るんですが、医療関係ですから健康に留意した野菜

を作りたいということで、面積も狭いので、すぐにできそうな



感じでした。 

 

１３番委員 

 

 わかりました。 

 全く経営面積が０でも、利用権を利用して、まず借地を増や

していったら、経営面積の幅が上がってくれば、今度は購入と

いう形に持っていけるんじゃないかなと思います。 

 また、初めてする方は実務というか、経験をして野菜または

水田とか農作物の作り方を覚えて、購入という形をどんどんや

っていけば、少しでも借りて経験ができるかと思いますので、

どんどん進めてもらいたいと思います。 

 

議 長  他にございませんか。 

 

 （なしと言うものあり） 

 

議 長 御質疑、御異議もないようですので、議第７８号農用地利用

集積計画の申出については、承認してよろしいですか。 

 

 （異議なしと言うものあり） 

 

議 長 御異議もないようですので、議第７８号農用地利用集積計画

の申出については、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。 

次に移ります。 

議第７９号非農地判定についてを、議題といたします。 

本議題は、令和３年度に実施した利用状況調査において、再

生利用が困難と判断した農地について、農地法運用通知により

農地に該当しない旨の判断を行うもので、調査を終えた２１区

について、非農地の審議を行うものです。 

私が担当ですので説明します。 

 

１番委員 ４１ページをご覧ください。 

１番から、７９番まで地図を見て説明いたします。５３ペー

ジをご覧ください。 

九電の配電所がある所から登ってきたところでございます。 

これは、農地を持っている人達が区役で出て、農道を作られ

た道でございます。 

この道は、途中で切れております。 

私がデコポンハウスを借りてしておりますけれども、５、６

年前からですが、皆さん高齢でおられて、ほとんど原野化して

おります。 

５４ページをご覧ください。 

ここも、上から下まで原野で道もなく、山林化している所で

ございます。 



５５ページをご覧ください。 

国道から上がっていった所で、１７０番１と１７０番５は急

傾斜で、耕作もできない状況で原野化しております。 

３５番 1、３５番２の所も急傾斜で坂でございます。 

先月４０番が合意解約をされたところで、ここまでは畑です

が上の方は原野化しております。 

６３番が、県道から一番上のほうに上がっていき、原野化し

ており、道もございません。 

５７ページは、おれんじ鉄道の登り口で、ここも原野化して

います。 

５８ページ、ここもほとんど原野化しております。 

途中、道のあるところまでは畑がありますが、今はほとんど

ございません。 

５９ページ、ここも急傾斜地でほとんど、耕運機とかも入れ

る状態じゃない所でございます。 

６０ページ、ここも上のほうの、８９番４というのは非農地

化され、太陽光を付けてある所です。 

ここも急傾斜で下り道もなく、ほとんど耕作ができない状況

でございます。 

９３番は、ここも何十年も耕作していない所でございます。 

６１ページ、高速道路のトンネルの上ですね。 

ここは、全部みかん園で、残りはほとんど原野化しておりま

す。 

６８１番、ここも道もいなく荒れて原野化しており、一塊ず

つ原野化している所でございます。 

農地としてできない様な様子になっております。 

以上で説明を終わります。 

 

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。 

 

８番委員 

（中村清治君） 

 

はい、議長。 

 

議 長 はい、８番、中村委員。 

 

８番委員 地図が見にくいんで、できればカラーでしてもらえれば。今

の状態では全然わからない。 

今の状態では、何を書いてあるのかわからない。 

 

事務局 すみません。予算の関係で白黒でしていたところでございま

すが、可能であれば、カラーで出していきたいと思います。 

今回が、非農地の整理をする５年間で整理していくというこ

とで、最終年度だったんですが、大量に出てくるのが今年度ま



で。あと残りがあるので４年度に入って、何地区かあると思う

んですが、それ以降は随時、各地域の非農地をしていくので、

少なくなってくればカラーで出していけるかなと思います。 

次回から検討いたします。 

申し訳ございません。 

 

８番委員 

 

以前はカラーで出してあったですね。 

 

委 員 はい、議長。 

 

議 長 はい、４番、山澤委員。 

 

４番委員 

（山澤親徳君） 

ほとんど畑ですね、畑が原野化している。 

こんな市内で、結構増えてるなあと思いましてね、もったい

なかったなあと思うんですけど、高齢化でこうなったんですか

ね、誰も作らなくなってしまった。 

 道もないのは勿論ですが。 

 ほんと、市内でもったいないと思うんですけど。 

  

１番委員 

 

石垣を綺麗に継いで、からいもとか作ってあったんですね。

今は、ほとんど原野化している。 

それがない所は竹が植わっていて、できないような状態で

す。 

 

議 長 他にございませんか。 

 

 （なしと言うものあり） 

 

議 長 御質疑、御異議もないようですので、議第７９号非農地判定

については、非農地として通知してよろしいですか。 

 

 （異議なしと言うものあり） 

 

議 長 御質疑、御異議もないようですので、議第７９号非農地判定

については、農地法第２条第１項の農地には該当しないため、

非農地として通知いたします。 

次に移ります。 

議第８０号農地法第３条第２項第５号の規定による別段の

面積の設定についてを、議題といたします。 

事務局より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８０号農地法第３条第２項第５号の規定による別段の

面積の設定について、御説明いたします。 

議案書６３ページの１番、別断面積の設定ですが、基準につ

きまして、農地法施行規則第１７条第１項につきまして、別段

の面積を３０ａとして、提案するものでございます。 

設定区域につきましては、水俣市全域で設定を提案いたしま

す。 

資料を送付させていただいております。 

Ａ４の資料でございますが、議第８０号参考資料といったも

のを同封してお送りしておりましたが、お持ちでしょうか。 

その資料の中に簡単にまとめておりますが、農地法第３条に

定める別断面積、下限面積についての検討結果の概要について

お知らせいたします。 

先月の２月１０日の総会後に検討を行いました。 

開催場所は、市役所３階の会議室でございます。 

出席者は、緊急対策の会議メンバーで、会長、副会長、緊急

対策会議の各地域の代表者の方４名。欠席が１名でございまし

た。 

協議結果につきましては、現行の下限面積４０ａから３０ａ

に緩和する案を３月総会に諮ることとして、全員一致で決定し

たところでございます。 

その際の協議時の各区域の意見といたしましては、こちらの

ほうにまとめておりますが、市街地区域としては２０ａ程度、

東部区域３０ａ、湯出、長崎区域は農業者の経験年数による、

久木野区域に関しましては３０ａというのが冒頭の意見でご

ざいました。 

最終的に協議をいたしまして、農業委員会として、きちんと

審査を行っていくということであれば、問題ないのではないか

ということで、３０ａに決定したところでございました。 

つきましては、こちらのほうの別段の面積につきまして、御

審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議 長 事務局より説明がありましたが、御質疑、御意見はございま

せんか。 

 

委 員 はい、議長。 

 

議 長 はい、１４番委員。 

 

１４番委員 

 

いいんじゃないですか、そのくらいで。 

 

議 長 御質疑、御意見もないようですので、議第８０号農地法第３

条第２項第５号の規定による別段の面積の設定については、本

案のとおり決定してよろしいですか。 

 



 (異議なしと言うものあり) 

 

議 長 御異議もないようですので、議第８０号農地法第３条第２項

第５号の規定による別段の面積の設定については、本案のとお

り決定いたします。 

下限面積は法改正で撤廃されると思います。 

何も書いてなかったですか。 

 

事務局 まだ、具体的にはありません。 

 

議 長 近々、下限面積はなくなるような改正があるようですので。 

 

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２１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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