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第１５回水俣市農業委員会
１ 開催場所
２ 開催日時
開会
閉会

水俣市役所仮庁舎２階「第二会議室」
平成３０年９月１０日
９時３０分
１０時０５分

３ 出席委員
農業委員 １４名
１番 元村 善二 君
２番 松本 公昭 君
３番 松田 時義 君
４番 戸次 治夫 君
５番 田上 哲人 君
６番 森口 信二 君
７番 廣島 康雄 君
８番 山澤 親徳 君
９番 苗床 勝美 君
１０番 坂本 隆司 君
１１番 池田 郁雄 君
１２番 田畑 和雄 君
１３番 友田 勝久 君
１４番 中村 清治 君
推進委員 １４名
１５番 向田
博 君
１６番 草野 武雄 君
１７番 竹下 正治 君
１８番 野間
勝 君
１９番 山内 秋光 君
２０番 溝口 幸一 君
２１番 前島 春美 君
２２番 坂口 新一 君
２３番 山口 初憲 君
２４番 前田
仁 君
２５番 渕上 民雄 君
２６番 森下 義孝 君
２７番 下鶴 信雄 君
２８番 古里 一幸 君
４ 欠席委員
農業委員
なし
推進委員
なし
５ 議事日程
第１ 議事録署名委員の指名
第２ 報告事項（１）合意解約通知について
報告事項（２）農地形状変更届について
報告事項（３）農用地利用配分計画の認可について
報告事項（４）農地転用許可後の工事完了について
議第５３号 現況農地認定について
議第５４号 農地法第３条の許可申請について
議第５５号 農地法第５条の許可申請について
議第５６号 農用地利用集積計画の申出について
議第５７号 あしきた農業協同組合の「農地利用集積円滑化事業規
程」の変更のについて
６ 農業委員会事務局
局 長 宮﨑 博巳
参 事 鶴田 千恵美
参 事 本村 広揮

議 長
それでは、只今より第１５回水俣市農業委員会会議を開催い
（元村善二君） たします。
本日出席の農業委員は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、２番の松本委員・５番の田上委員にお願
いします。
なお、農地利用最適化推進委員も全員出席です。
議事に入る前に、農業委員会憲章を指名した農業委員に読み
上げていただきます。本日は１３番の友田委員にお願いします。
１３番委員
農業委員会憲章 一、農業委員会は、認定農業者や新規参入
（友田勝久君） 者等の意欲ある担い手の育成・確保と経営支援を強化し、農業・
農村の持続的発展に努めます。
議 長

ありがとうございました。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
（宮﨑局長）

はい、議長

議 長

はい、事務局長

事務局長

おはようございます。報告事項４点について、順次、御説明
申し上げます。
議案書の１ページをお願いします。
合意解約通知について、でございます。
番号１、貸人が、記載のとおり、借人が、記載のとおりです。
土地の所在は、記載のとおりです。地目は、台帳、現況とも
に畑で、面積は、６筆合計４４，７９１㎡です。
双方の合意により解約にいたったものですが、平成３０年７
月３１日に連絡がありましたので、今回、御報告申し上げるも
のです。
場所は、２、３、４ページに記載しております。
次に、農地形状変更届について、５ページをお願いします。
届出人は、記載のとおりです。
土地の所在が、記載のとおりです。
地目は、台帳、現況ともに畑で、面積は、６筆合計２０，６
６７㎡です。
変更理由は、申請地が急なため、作業しやすいよう、傾斜地
に土を入れようとするものです。
期間は、平成３０年８月１３日から平成３３年８月３１日ま
でが予定されています。
施設は、盛土による形状変更で、広さ２０，６６７㎡です。

資金は、記載のとおり予定されています。
位置図、平面図等を６，７ページに記載しております。
次に、８ページをお願いします。
報告事項３農用地利用配分計画の認可について、御説明申し
上げます。
貸人が、記載のとおりです。
土地の所在は、記載のとおりです。
地目は、全て、田で、面積は、合計２，９４６㎡です。
期間は、平成３０年９月１日から平成３８年９月３０日まで
の８年１か月間です。
熊本県農業公社を転貸人として、記載の借人に貸し付けられ
ます。
利用目的は、水稲で、借賃は、全体で玄米６０㎏となってお
り、利用権の種類は、賃借権となっております。
場所は、９ページに記載しております。
次に、１０、１１ページをお願いします。
報告事項４農地転用許可後の工事の完了について、平成３０
年８月中に完了報告書の提出があった、１１件について、御説
明申し上げます。
それぞれ、平成２６年８月の第２回会議から平成２９年１０
月第４回会議までの農地法５条関係の転用について、提出日の
欄に記載した日付で、報告書の提出がありました。
そこで、事務局において、事務局確認日において確認しま
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。
なお、最後の場所につきましては、始末書添付でしたので、
現地確認を不要といたしました。
以上でございます。
３番委員
（松田時義君）

ちょっと質問していいですか。

議 長

はい、どうぞ。

３番委員

報告事項ですから、報告だけすればいいのかもしれませんけ
ども、気になるのは１番です。面積が非常に広いわけですよ。
４４，７９１㎡。実は借人の地区の担当ということで私が現地
に行ったわけですけども、４４，７９１㎡見て回るのに、もう
フーフーいったんです。ものすごく広いわけです。だから貸人
が後をどのようにされるのかちょっと心配していますので、お
聞きしたいと思います。

事務局
（本村参事）

この農地の貸借についてなんですけれども、当事者間でお話
をして合意解約ということに至ったんですけれども、今後は貸

人の御家族の方でやられるということでうちの方には話があ
っております。その解約に至った経緯につきましては、詳細に
はこちらの方では確認ができておりません。
以上です。
議 長

いいですか。

３番委員

はい。

議 長

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５３号 現況農地認定について、議第５３号を議題とい
たします。
関係委員の説明をお願いします。

１０番委員
（坂本隆司君）

はい、議長

議 長

はい、１０番

坂本隆司委員にお願いします。

１０番委員

おはようございます。議第５３号現況農地認定の番号１につ
いて説明いたします。
申請人、記載のとおり。
土地の所在、記載のとおり、地目、台帳宅地、現況畑でござ
います。面積、１５６.８８㎡。
申請地は１４ページをご覧ください。９月４日に事務局２名
と申請人の娘婿さんと私、野間推進委員、合計５名で現地調査
をしてきました。申請地の上の方は全部畑になっております。
申請地の上も申請人の土地で農地になっています。ここは元々
家が建っていたところですけど、昭和６０年位に解体して、そ
の後そのまま畑にされております。道も狭いもんですから、宅
地にもできなくて、畑しかできないということで、今この申請
地の中に小屋もあって管理機も据えてあります。今現在、申請
人の方は体調を壊して作付けはしていないんですけども、今後
は娘婿さんの方が管理をするということで聞いてまいりまし
た。
よって、農地認定しても何ら問題はないかと思いますので、
御審議の程よろしくお願いします。

議 長

ありがとうございました。担当地区の推進委員から補足説明
があればお願いします。
（補足説明なし）

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、御異議もないようですので、議第５３号
認定については、認定してよろしいですか。

現況農地

（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５３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いたします。
次に移ります。
議第５４号 農地法第３条の許可申請について、議第５４号
を議題といたします。
関係委員の説明をお願いします。

１０番委員

はい、議長

議 長

はい、１０番

１０番委員

坂本隆司委員にお願いします。

議第５４号農地法第３条許可申請の番号１について御説明
いたします。
譲渡人、記載のとおり。譲受人、記載のとおり。
土地の所在、記載のとおり、地目、台帳・現況とも畑でござ
います。面積、１，７７６㎡。
譲受人の耕作面積は、記載のとおりでございます。専業農家
となっております。下限面積は今回の申請地と併せまして４０
ａを超えております。譲受人は、退職されまして畑と、チェー
ンソーアートが得意で畑の前にもずっと作品が置いてありま
した。
申請地は１７ページをご覧ください。現地調査を９月４日に
事務局２名、私、野間推進委員とで行いました。申請人は都合
が悪く、当日来られなかったので、話だけ伺ってまいりました。
現地の周りは柿の木を植えてありまして、畑の方はきちんと草
も生えてなくて、すぐ畑にできるような状況でございます。譲
受人は、この進入口のところから先の方に小屋があって、そこ
でチェーンソーアートを作っていらっしゃいます。それをしな
がら、農業をして、直売所とかに野菜を出されているようでご
ざいます。
従いまして、農地法第３条第２項の各号に該当しないために
許可要件は満たしていますので、御審議の程よろしくお願いい
たします。

３番委員
（松田時義君）

はい、議長

議 長

はい、３番

松田時義委員にお願いします。

３番委員

失礼します。農地法第３条許可申請の２番について御説明い
たします。
譲渡人、記載のとおり。譲受人、記載のとおり。譲受人は先
月も議題にのぼっております。
土地の所在、記載のとおり、地目、台帳畑、現況は畑となっ
ていますけども、荒地になっておりました。そして一部甘夏ミ
カンが少しありました。もう１筆も地目、台帳畑、現況畑とな
っていますけど荒地です。面積、２筆合計２，３８０㎡です。
譲受人の状況は記載のとおりです。息子さんが１級整備士の
免許を持っておられまして、耕運機や草刈り機など全部修理し
ますので安心とのことでした。非常に面積が広いもんですから、
譲受人に本当にやっていけるのか確認しました。年齢は高齢で
すけども非常に若くて元気がいいです。１８区の寄ろ会の会員
になったということで、寄ろ会の会員がバックアップしてくれ
るということで、菜種を植えるということでした。
１８ページを開けてください。９月４日、事務局２名、行政
書士、譲受人、竹下委員、私、６人で現地調査を行いました。
先月出た農地のすぐ側です。非常に面積が広くていい畑ですけ
ども、周りはすべてもう耕作放棄地です。その先に農業委員さ
んの畑がありますけども、農業委員さんの畑だけはきれいにし
てあります。他の畑は耕作放棄地が進んでいるような状況です。
ここで頑張っていただくということは、耕作放棄地の解消にも
なると思います。
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。
これで説明を終わります。以上です。

議 長

ありがとうございました。担当地区の推進委員から補足説明
があればお願いします。

１７番委員
（竹下正治君）

はい、議長

議 長

はい、１７番

１７番委員

竹下委員

今松田委員が言われたとおりなんですが、道路に面した畑で、
管理しやすい場所ですので、多分大丈夫だと思います。よろし
くお願いします。

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。

４番委員
（戸次治夫君）

はい、議長

議 長

はい、４番

４番委員

１０番委員

戸次委員

１番について、利用目的がわからなかったんですが、何を作
られるのかということと、２番は菜種だけを植えるのに２反３
畝位所有権移転して、菜種だけを植えるのかとちょっと疑問が
ありますけども、他に何も考えていらっしゃらないのでしょう
か。
１番の方は、不知火と太秋柿だそうです。

３番委員

まず、荒地を畑になおさないといけないわけです。ものすご
く荒れておりますから。そして、最初は菜種から作っていきた
いということでした。そうしないとまず、草払いということで、
ものすごく荒れております。労力もいるかと思います。寄ろ会
がまずバックアップして、その後また何を植えるかは考えられ
ると思います。

１７番委員

寄ろ会は、種を蒔くんじゃなくて、苗を作って苗植えをされ
るそうです。

議 長

他にはありませんか。
（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５４号 農地法第
３条の許可申請については、許可してよろしいですか。
（異議なしと言うものあり）

議 長

御質疑、御異議もないようですので、議第５４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項各号には該当
しないために、許可要件は満たしておりますので、許可するこ
とに決定いたします。
次に移ります。
議第５５号 農地法第５条の許可申請について、議第５５号
を議題といたします。
関係委員の説明をお願いします。

５番委員
（田上哲人君）

はい、議長

議 長

はい、５番

田上哲人委員にお願いします。

５番委員

それでは、５条申請の番号１について説明いたします。
譲渡人、記載のとおり。譲受人、記載のとおり。
土地の所在、記載のとおり、地目、台帳・現況とも畑です。
面積は６５６㎡です。
転用理由記載のとおりです。
施設概要、記載のとおり。
資金計画、記載のとおりです。
申請地の地図は次の２１ページにあります。現地調査を９月
７日に事務局、行政書士、前島推進委員と行いました。申請地
の状況は次の２２ページに配置図が記載されております。左側
に擁壁がありますが、こちらは海側ですけども、低くなってい
るので、右側の傾斜地の方から土を持ってきて盛土すると、そ
して住宅を建設するとのことでした。申請地の面積は６５６㎡
と、かなり広いんですけども、２２ページの配置図に上の方に
道とあるんですけど、これは２ｍ弱位の道です。下にも住宅が
あります。それで４ｍ程度までには拡幅したいということで、
それと、擁壁に要する面積を加味すると有効面積は５５０㎡程
度になるとのことでした。申請地の海側には農地がありますが、
農地側は車庫程度の建築物ですので、影響はないかと思われま
す。また、住宅を建築する側の方には倉庫が建っております。
そちらも農地への影響はないと考えてきました。排水は申請地
の隣に従来ある道路沿いに排水管が埋設されており、そこに注
ぎ込むとのことでした。
申請地の農地区分については第３種農地であり、許可は可能
と思われます。御審議の程よろしくお願いします。

議 長

ありがとうございました。担当地区の推進委員から補足説明
があればお願いします。
（補足説明なし）

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、御異議もないようですので、議第５５号 農地法第
５条の許可申請については、本会の意見として決定してよろし
いですか。

（異議なしと言うものあり）
議 長

１２番委員
（田畑和雄君）
議 長
１２番委員

議 長

御質疑、御異議もないようですので、議第５５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、本会の意見として決定いたします。
次に移ります。
議第５６号 農用地利用集積計画の申出について、議第５６
号を議題といたします。
関係委員の説明をお願いします。
はい、議長

はい、１２番 田畑和雄委員にお願いします。
おはようございます。議第５６号農用地利用集積計画の申出
について説明いたします。再設定です。議案書２４ページにな
ります。
番号１、貸人は、記載のとおり。借人は、記載のとおり。
土地の所在、記載のとおり、地目、台帳畑、現況樹園地、面
積、５筆合計５，２２６㎡。始期終期、平成３０年１０月１日
から平成３５年９月３０日、期間、５年。利用目的は果樹、借
賃は１反当り１万円、利用権の種類は賃借権ということです。
借人は、専業農家ということで、奥さんと農業に従事されて
います。長男は仕事の傍ら防除等、それと忙しい時のミカンの
収穫とか、そういう時にお手伝いをする、通常は借人夫婦でや
っているということだそうです。現地をこの前見に行ってきま
したが、多分もう年数的には古いミカンですが、よく手入れし
てありました。きれいに葉っぱも太くて剪定もよくしてありま
した。非常に場所的にもいいところかなと思います。
場所は２５ページをご覧ください。借人も一生懸命に頑張り
たいということです。
以上ですが、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。
これで説明は終わります。
ありがとうございました。担当地区の委員から補足説明があ
ればお願いします。
（補足説明なし）

議 長

関係委員から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、御異議もないようですので、議第５６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

御質疑、御異議もないようですので、議第５６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５７号 あしきた農業協同組合の「農地利用集積円滑化
事業規程」の変更について、議第５７号を議題といたします。
それでは、事務局より説明をお願いします。

事務局長

議第５７号 『あしきた農業協同組合の「農地利用集積円滑
化事業規程」の変更について』、御説明申し上げます。
２７ページ、２８ページをご覧ください。
農業協同組合が行う、農地利用集積円滑化事業において、要
調整関係機関として、各都道府県の農業会議も対象とされてお
ります。
今回、農業会議が、農業委員会のサポート業務を行う指定法
人に移行することから、都道府県知事の指定を受けた農業委員
会ネットワーク機構に文言を修正するため、規程の変更を行う
ものです。
なお、この規程の変更にあたっては、農業委員会等関係する
行政庁の承認を受ける必要があることから、御協議をお願いす
るものです。
以上でございます。

議 長

これは、文言の変更というだけでございますので、よろしく
お願いします。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。
（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５７号 あしきた
農業協同組合の「農地利用集積円滑化事業規程」の変更につい
ては、承認することに決定いたします。

議 長

これをもちまして、全提出議案の審議が終わりましたので、
第１５回水俣市農業委員会会議を終了いたします。お疲れ様で
した。

水俣市農業委員会会議規則第７条第２項の規定によりここに署名する。
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