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第３６回水俣市農業委員会 

 

１ 開催場所 水俣市役所仮庁舎２階「第二会議室」 

２ 開催日時 

  開会 

  閉会 

令和２年６月１０日 

  ９時３０分 

１０時３５分 

３ 出席委員    

 農業委員 １２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 

１０番 坂本 隆司 君 

１１番 池田 郁雄 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 

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  ２名 ９番 苗床 勝美 君 １２番 田畑 和雄 君 

 推進委員  １名 ２２番 坂口 新一 君  

５ 議事日程    

 第１ 議事録署名委員の選出 

 第２ 報告事項（１） 農地転用許可後の工事の完了について 

報告事項（２） 合意解約通知について 

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） 許可不要転用について 

議第１３８号  現況農地認定について 

議第１３９号  非農地証明書交付について 

議第１４０号  農地法第３条の許可申請について 

議第１４１号  農地法第５条の許可申請について 

議第１４２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  本田 聖治 

局 次 長   大川 尊 

参  事  本村 広揮 

参  事  松原 真樹 



 

議 長 

（元村善二君） 

それでは、只今より第３６回水俣市農業委員会会議を開催い

たします。本日の出席委員は１２名です。欠席委員は、１２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、８番山澤委員、１０番坂本委員にお願い

します。尚、農地利用最適化推進委員の欠席者は、２２番坂口

委員です。議事に入る前に、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、７番廣島委員にお願いしま

す。 

 

７番委員 

（廣島康雄君） 

・農業委員会憲章 

一つ、農業委員会は認定農業者や新規参入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 

 

 はい、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、御説明申し上げたいと思います。 

報告事項（１）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、１ページになります。２件ございます。 

それぞれ、表の左から２列目の会議日に御審議いただき、そ

の後、隣の列の日付で、許可を受けた件につきまして、右側か

ら２列目の日付で、工事完了報告書の提出がありました。 

そこで、右端の事務局確認日におきまして、現地を調査しま

したところ、許可内容のとおり工事が完了しておりましたので、

御報告申し上げます。 

次に、報告事項（２）合意解約通知についてでございます。 

議案書は、２ページと、追加配布しました資料になります。

２件ございます。 

まず、１番についてですが、貸人から、借人が借りられてい

た農地について、借人が高齢のため、新たな借人に変更するた

め、合意解約したものです。この件につきましては、後程、議

題１４２号において御審議いただくこととなっております。 

位置につきましては、３ページに示しておりますが、深川駅

跡地休憩所から水俣川をはさんだ先の農地でございます。 

次に、２番ですが、追加資料の２－１ページをご覧ください。



貸人から、借人が借りられていた農地について、体調不良によ

る耕作規模縮小のため合意解約したものです。この件につきま

しても、後程、議題１４２号において御審議いただくことにな

っております。位置につきましては、２－２ページに示してお

りますが農地は５筆でございます。 

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、４ページになります。５件ございます。 

まず、番号１から４番についてでございますが、令和２年４

月１０日第３５回会議の報告事項（２）でご報告いたしました、

合意契約解除に伴い、貸人の４名の土地につきまして、熊本県

農業公社が転貸人となり、水俣市大川もち麦工房株式会社様へ

の賃借について、令和２年４月２１日付けで熊本県知事の認可

がありましたので、御報告申し上げます。 

土地の所在は、議案書記載のとおり。 

現況地目は、３筆が畑、１筆が田で、面積は、合計で３，３

９６㎡でございます。 

期間は、３筆が、令和２年５月１日から令和１０年３月３１

日までの７年１１か月、１筆が、令和２年５月１日から令和１

０年６月３０日までの８年２か月となっております。利用目的

は、３筆が普通畑で、１筆が水田、１０ａ当たりの借賃は、記

載のとおりでございます。利用権の種類は、賃借権となってい

ます。場所につきましては、５ページから６ページに、記載し

ております。 

次に、番号５ですが、令和２年４月１０日の第３５回会議で、

貸人から、熊本県農業公社への農用地利用集積計画の申出につ

いて、御審議いただきました。これについて、水俣市古里株式

会社まるごと農場様への使用貸借について、令和２年５月１２

日付けで熊本県知事の認可がありましたので、御報告申し上げ

ます。土地の所在は、議案書記載のとおり。 

現況地目は、畑で面積は、１，１５９㎡となっております。

期間は、令和２年６月１日から令和１２年５月３１日までの１

０年間でございます。利用目的は普通畑で、１０アール当たり

の借賃は、使用貸借権のため無償となっています。場所は、７

ページに、記載してあるとおりでございます。 

次に、報告事項（４）許可不要転用についてでございます。 

議案書は、８ページになります。１件でございます。 

届出人は、水俣市長 髙岡利治です。土地の所在は、議案書

記載のとおり。 

地目は、台帳、現況ともに田で、面積は、２，４８９㎡の内

３０．０３㎡です。理由は、火災時の消火に使用する防火水槽

を設置するためで、施設概要は、４０ｔの防火水槽１基の敷設

でございます。場所は、９ページに記載しております。 

以上で、報告事項を終わります。 

 

議 長  はい、ありがとうございました。報告事項が終わりましたの



 で、議事に入ります。 

 議第１３８号、現況農地認定について、議第１３８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、３番 松田委員 

 

３番委員 

（松田時義君） 

 おはようございます。現況農地認定についての１番について

御説明します。 

申請人、土地の所在は、議案書記載のとおり。 

地目、台帳 宅地、現況 畑、面積８９８．２７㎡ 

土地現況の詳細 昭和５５年頃から耕作を行い、農地として

利用している。１３ページをご覧ください。現地は議案書記載

の信号機から、議案書記載の信号のちょうど中間です。旧３号

線側になります。この地図がちょっと違いますけども、崖があ

りますけども崖は北側のほうになります。 

６月５日現地調査を行いました。事務局から２人、推進委員、

それから農業委員、それから土地所有者の５名で行いました。

１０時２０分に始めまして、終わったのは１１時５０分でした。

非常に長くかかりました。長くかかった理由を申し上げます。 

ここは、今高速道路の建設を行っております。大きな柱が申請

人の畑の横に建っております。そして、申請人の土地も高速道

路にかかったわけです。そして一部は国土交通省が、工事の為

に土地を借りております。残った畑に、梅６本、柿２本、花用

の榊、ジャガイモ、コンニャクイモ等を植えてありました。農

機具小屋もありました。国土交通省に土地を売却したので、実

はここの固定資産税が非所に高くなったことで、税務課に行か

れたわけです。宅地として課税してあったので、ここは畑だと

税務課で主張されたわけです。そこでも、らちが、明かずに、

税務課のほうでは、農業委員会で農地認定してもらうといいで

すという事で、助言を受けたもんですから今回の提出になった

訳です。現場を見ると、まず、この畑と言われる所に行く道路

がありません。片方は崖です。建築基準法からいってもここに

家が建つ見込みは全然ありません。 

申請人がおっしゃるには、地籍調査の時に、宅地になってい

た事が判明したわけなんです。周りは全て畑です。それを何回

も繰り返し言われて、畑として認めてほしいと言われるわけで

すよね。同情すべき点も、いっぱいあったわけなんです。それ

で１時間３０分も経ちましたので、税務課のほうに不服申し立

てをしてくださいといいました。不服申し立てをして、これは

畑なのに宅地になってたのはどうゆう事かってことで、不服申

し立てをして、税務課の人と話し合ってくださいということで、



再度６月５日現地調査行ってその後、税務課のほうに行かれて、

宅地としてはまだ納得はされておりません。税金のほうは仕方

がないと言う事で、高速道路が開通するまでは払う事になった

そうです。後、３～４年後には高速道路が完成しますので、国

土交通省が借りている土地を畑として返しますので、その時に

再度、農業委員会に農地認定の処理をだしてくださいと、一応

お願いしました。それで、一応保留という形にしてきたわけで

すけども、ちょっと後味の悪い現地調査でした。後、補足説明

を竹下委員それから事務局よりお願いします。以上です。 

 

議 長 

 

次をお願いしたいと思います。 

５番田上委員 

 

５番委員 

（田上哲人君） 

それでは、現況農地認定の番号２について説明いたします。

申請人、土地の所在は、議案書記載のとおり。 

台帳 山林、現況 樹園地、面積は一筆で１５２９４㎡です。

以下は記載のとおりです。申請地の場所は、１５ページにあり

ます。議案書記載の団地の奥のほうで、右下に斜めに通ってる

のが広域農道です。その間に位置しとります。この広域農道に

沿って直線で道路があるもんですから、これは高速道路の予定

地になっております。トンネルの工事がすんでいる所です。次

の１６ページに現況の写真が添付されてます。 

６月８日に申請に立ち会って現地調査を行いました。現地は

昭和４６年に山林を購入後、開墾して４７年から甘夏の栽培を

始められたとの事でした。現在はデコポンを中心に耕作され、

約６反はハウス栽培でした。申請人は８４歳で、耕作の維持が

難しいことから、農業公社を介して後継者を探した所、現地が

山林となっている為、斡旋できないとの事で今回の申請となっ

ております。よく管理された樹園地ですので、農地と認定して

もなんら問題ないかと思われます。御審議の程、よろしくお願

いします。 

 

議 長 

 

はい、ありがとうございました。 

担当地区の推進委員の方から、何か補足説明がありましたら

お願いします。ないようでしたら、１番について事務局より、

補足説明をお願いします。 

 

事務局 本村  事務局です。補足説明をします。松田委員が説明された通り

なんですけども、実際の現況農地認定ということで、一筆のす

べてが農地化というような形で現地調査をした所、農地部分は



全体の３分の１程度で、後、残りの３分の２程度が、国のほう

に高速道路の工事の作業場という形で貸し出されていまして、

現地に行くと全体としては農地として認定は難しいというよう

な話をしてきました。それで、税金の関係につきましては、現

地調査の中で税務課のほうに相談してください。というのと税

金が上がったなら、国のほうと貸借の契約をしておりますので、

固定資産分は契約の中でできるように、貸借の金額の変更であ

ったり、アドバイスをしてきました。今は課税に関しては納得

しているということで、地積調査の時にですね、畑から宅地に

切り替わったと、なぜ切り替わったのかっていうのがですね、

今だに納得をされてないということで、農業委員会としては現

地の状況では、農地としては認められない。また国土交通省と

の作業場の契約が終わったら農地に復元されるという事でした

ので、農地に復元されてから再度、申請をお願いしますという

ような形でですね、現地調査は終了致しました。補足について

は以上です。 

 

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。 

はい、竹下委員。 

 

１７番委員 

（竹下正治君） 

 内容は先程言われました、松田さんと事務局からの話と一緒

ですが、申請人が今回、宅地になってるのを気付いたってのが 

ずっと畑を作っておられたんですけども、農地とばかり思って

いたのが、今回、国交省に買収されて、その土地を借りられて

いる時に、一応、税金の話を国交省がされて、３万くらいです

か、なんかということで、それに対して借賃を払っておられた

そうです。申請人は今まで３万だったのが、１５万くらいにな

ったそうです。それでおかしいなと思って税務課に行かれたら

宅地で、税金の金額が上がったというような話で、国交省の借

賃の時の、むこうは宅地という事で、それだけの見合った借賃

を払われてることでしょうけども、全部が宅地になっていたと

いうことが、地籍調査の時だろうということで、今回初めて宅

地になってるという事を、申請人は知られたそうです、ずっと

畑を作ってたんだから、少しは借りていても、それは作業をす

る状態にしてあるので畑のままでいいんじゃないでしょうか、

畑で認めてもらえんでしょうかていうような話でしたが、先程、

事務局のほうから言われましたような話で、一応納得されたと

いう事です。以上です。 

 



議 長 

 

只今、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。 

はい、１０番 坂本委員。 

 

１０番委員 

（坂本隆司君） 

 

２番は、周りはほとんど山林、農地じゃなくて。 

５番委員 

 

周辺は全部農地になっています。畑になっています。 

１０番委員 

 

非常にこう、優秀な樹園地ですので。 

議 長 

 

いいですか、他にはありませんか。御質疑、御異議もないよ

うですので、議第１３８号 現況農地認定については、１番は

認定不可、２番を認定としてよろしいですか。 

 

 （はいと言うものあり） 

 

議 長 

 

御質疑、御異議もないようですので、議第１３８号 現況農

地認定については、１番は農地法第２条第１項に該当しないた

め認可不可とし、２番については、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１３９号 非農地証明交付について、冒

頭、事務局から取り下げの話がありましたが、事務局は詳しく

説明をお願いします。 

事務局次長。 

 

事務局次長 議題１３９号、非農地証明書交付については、申請を取下げ

ることとなりましたので、経緯を簡単に説明致します。 

議案書は１７ページから２０ページまでの分になります。 

場所が国道２６８号線の下の土地になりますが、非農地証明

を行う際には、事前にその農地を非農地とした場合に、「農業振

興地域整備計画」や「各種交付金等」に支障がないか、水俣市

の農林水産課へ確認を行っていく所です。 

この手続きにつきましては、熊本県が作成いたしました「農

業委員会農地利用最適化推進活動ガイドライン」に基づいて行

っているものです。今回の申請地について、その確認を行った

ところ、農林水産課のほうから、水俣市の「農業振興地域整備

計画に定める農用地区域内の農地であり、非農地とした場合に

は支障がある。」との回答がございました。 

６月５日に山澤委員、下鶴委員、事務局２名の計４名で現地

調査を行いました。現地の状況からは、非農地として問題ない



と思われましたが、農用地区域内の農地であること、耕作はさ

れておりませんが、この奥の東側にも農用地区域内の農地が２

筆ございますことから、非農地にはできないと判断をいたしま

して、その旨、所有者等へ連絡を行うことといたしました。所

有者の方へ連絡を行いましたところ、説明内容に納得されまし

て、申請は取り下げるということでしたので、取下げるもので

ございます。 

説明は以上です。 

 

議 長 

 

 はい、只今 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。ないようですので次に移ります。 

議第１４０号 農地法第３条の許可申請について、議第１４

０号を議題といたします。まず、１番から３番まで及び５番の

議案を審議した後、４番の議案を審議します。 

まず、１番と２番について、関係委員の、説明をお願いしま

す。 

 

２番委員 

（松本公昭君） 

 

はい。 

議 長 

 

２番 松本委員。 

２番委員  おはようございます。議第１４０号 農地法第３条の許可申

請についての１番と２番を説明いたします。 

譲渡人、譲受人、土地の所在は、議案書記載のとおり。 

地目は台帳、現況とも田です。面積は１１９㎡。譲受人の状

況は記載のとおりであります。従いまして、下限面積につきま

しては、申請地の面積と自作地の合計面積で４０アールは超え

ています。 

譲受人は専業農家で一生懸命耕作をしておられます。申請地

は２３ページをご覧ください。議案書記載の学校に入るところ

の国道から、ちょっと入ったところでありますが、現地はです

ね、今、議案書記載の施設になっておりますが、そこに入って

いく所の途中です。 

現地調査を６月５日に丸野行政書士、事務局２人と農地利用

最適化推進委員の渕上民雄さんと私で行いました。譲受人は、

忘れておられたのか自宅にもおられませんでした。現地はです

ね、譲受人が耕作されているところの奥まった所で、長年譲受

人が維持、管理をしてこられました。今回、この農地を取得し

て、水路や農道等の整備をしたいと以前から言っておられまし

たので、今回購入という形になりました。従いまして、農地法



第３条第２項の各号には該当しないために、許可要件は満たし

ていますので、御審議の程、宜しくお願い致します。 

続きまして ２番を説明いたします。 

譲渡人、譲受人、土地の所在は、議案書記載のとおり。 

地目は、台帳 現況とも田です。面積は１８１㎡と１，４０

４㎡です。合計１，５８５㎡です。譲受人の状況は記載のとお

りです。従いまして、下限面積につきましては申請地の面積と

自作地の合計面積で４０アールはゆうに超えています。 

譲受人は専業農家であり、申請地は同じく２３ページをご覧

ください。国道２６８号線の先程の所から、４～５００メート

ルくらい水俣市内のほうに行ったところであります。 

現地調査を６月５日に事務局２人と丸野行政書士、譲受人、

農地利用最適化推進委員の渕上民雄さんと私で行いました。 

現地はですね、長年、譲受人が耕作されており、以前からこ

の農地を買ってほしいということで、今回ようやく買うという

事に話がまとまりました。従いまして、農地法第３条第２項の

各号には該当しないために、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。以上で説明を終わり

ます。 

 

議 長 

 

 はい、ありがとうございました。 

次に３番をお願いします。１０番坂本委員。 

 

１０番委員 

 

 おはようございます。農地法第３条の許可申請の３番につい

て説明いたします。 

譲渡人、譲受人は、議案書記載のとおり。 

申請地の土地の所在は３筆ございます。議案書記載のとおり。

地目、台帳 現況とも畑なっとりますが、現況は樹園地になっ

とります。面積は３筆合わせまして３，３８８㎡でございます。   

譲受人の状況としましては構成員が代表、息子さん、従業員で

ございます。耕作地は自作地、借入地合わせまして、３３，４

２１㎡、従いまして、下限面接につきましては、申請地と自作

地 合計面積で４０アールは超えています。申請地は２４ペー

ジをご覧ください。左のほうからが侍で小田代の集落に入った

所の道上でございます。 

現地調査を５日、事務局２名、私と譲受人の４名で現地調査

を行いました。この樹園地はですね、３月の議会の時に農業委

員さんのほうに譲渡したいと、買いたいというこれが一致しま

したので、私が行った所、ちょうど成立した案件でございます。

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、許



可要件は満たしているものです。御審議の程、よろしくお願い

いたします。 

 

議 長 

 

 はい、ありがとうございました。 

次、５番について説明をお願いします。８番 山澤委員。 

 

８番委員 

（山澤親徳君） 

 おはようございます。議第１４０号 農地法第３条の許可申

請の５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。 

地番は８１４番、地目は台帳、現況とも田です。面積は７８

３㎡。同じく地番は８１６番地、地目は台帳、現況とも田です。

面積は１，６８９㎡です。２筆合計で２，４７２㎡となってお

ります。譲受人の状況につきましては、自作地 田畑で合計６

７００㎡となっており、下限面積につきましても、４０アール

を超えております。 

譲受人と妻の２人で農業経営を行っておられ、ほとんど耕作

されています。農作業の従事日数につきましても、１５０日以

上従事されていて、今回の申請地を譲り受け、経営拡大を図る

との事でございます。所有権移転につきましては売買となって

おります。申請地は議案書の２６ページをご覧ください。 

現地調査を６月５日に事務局２名、行政書士の丸野さん、譲

受人、推進委員の下鶴信雄さん、私６名で行いました。 

申請地の周辺農地の状況につきましては、ほとんど水田とな

っており、近々、区画整備の計画の予定地となっております。

以上ですが、農地の農業上効率且つ、総合的な利用の確保に支

障は生じないと考えられますので、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、よろしくお願します。これで説明を終わります。 

 

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。ありませんか。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１４０号の１番か

ら３番まで及び５番の農地法第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１４０号の１番か

ら３番まで及び５番の農地法第３条の許可申請については、許

可することと決定いたします。 

次に移ります。農地法第３条の許可申請のうち、４番の議題

を審議いたします。なお、この案件の譲受人の池田委員は、議

事に参与することはできませんので、農業委員会等に関する法

律第３１条第１項の規定により、池田委員の退場をお願いしま

す。 

 

 （池田委員退場） １０時１５分 

 

議 長 

 

それでは 説明をお願いします。 

２番委員 

 

はい 

議 長 

 

２番松本委員。 

２番委員 

 

それでは、議第１４０号農地法第３条の許可申請についての

４番を説明いたします。 

譲渡人、譲受人、土地の所在は、議案書記載のとおり。 

台帳 現況とも田です。面積が４６５㎡、譲受人に状況は記

載のとおりであります。従いまして、下限面積につきましては、

申請地の面積と自作地の合計面積で４０アールは超えておりま

す。譲受人は専業農家であります。申請地は２５ページをご覧

ください。 

現地調査を６月５日に事務局２人と譲受人、農地利用最適化

推進委員の前田仁さんと私で行いました。現地は来年度から区

画整備が始まるそうで、現在この地区に譲受人の農地が少しし

かなくて、区画整備をした場合、あまり狭い区画だと都合が悪

いですので、そこで、譲渡人が耕作をしないし売りたいという

事で売買が成立したわけであります。従いまして、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ます

ので、御審議の程よろしくお願いいたします。以上で説明を終

わります。 

 

議 長  はい、ありがとうございました。担当地区の推進委員から補

足説明がありましたらお願いします。 

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 

 

ご質疑、ご異議もないようですので、 

議第１４０号 農地法第３条の許可申請のうち、４番について

は、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可してよ

ろしいですか。 

 

 （異議なしと言うものあり） 

 

議 長 

 

ご質疑、ご異議もないようですので、議第１４０号 農地法

第３条の許可申請のうち４番について、許可することと決定い

たします。 

 池田委員の入場を認めます。 

 

 （池田委員 入場）  １０時１９分 

 

議 長 

 

次に移ります。 

議第１４１号 農地法第５条の許可申請について、議第１４１

号を議題といたします。関係委員の説明をお願いします。 

 ４番 戸次委員。 

 

４番委員 

（戸次治夫君） 

 おはようございます。議第１４１号農地法第５条の許可申請

について、 

番号１、貸人、借人、土地の所在は、議案書記載のとおり。 

地目は台帳、現況とも畑です。面積は４，８０５の内の１１

０．０７㎡です。転用目的 転用理由は、工事車両及び資材置

場、水俣湯出前平局無線基地局新設事業に伴う工事車両及び資

材置場として使用するため。第２種農地で使用貸借権設定です。 

期間が、令和２年８月１日から令和３年２月２６日までです。

施設概要は土地造成１１０．７㎡です。資金計画は、記載のと

おりです。 

場所は２９ページをご覧ください。この場所は譲渡人の所か

ら１００メートルくらいですね、手前のとこの場所です。この

土地は５月１３日にですね、基地局の件で最初、土地の現地調

査に事務局２名、坂口推進委員と私の４名で現地調査を行いま

して、一点、気になったのは、そこの場所が電波のエリア内で、

どう関係しているかという事で、ここの住民の方は２戸しかお

りません。そこに際しておかしいかなって思って、事務局のほ

うに聞いていただいたら、主に鹿児島県のほうが対応するとい

うような事で、どうしても畑に作らんばいかんかなと、それが



一つ気掛かりです。山林でもですね、造成してから建てている

電話基地局はあるのになあって、その一点がありましたんです

けれども、あそこが一番ロケ地がいいような状況です。 

場所的に資材置場ということで、まだ上がってきておりませ

んが、この中に無線局は建てられるというような事です。横の

畑はまだ譲渡人が実際、作っておられまして、そこの一部がま

た借りられてしまうような状況で、他は何ら問題はないかと思

います。どうか御審議の程、よろしくお願いします。 

 

議 長 

 

はい、ありがとうございました。担当地区の推進委員の方は

今日はお休みですので、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。 

御質疑、御異議もないようですので、議第１４１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１４１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、決定いたします。 

次に移ります。 

議第１４２号 農用地利用集積計画の申し出について、議第１

４２号を議題といたします。関係委員の、説明をお願いします。 

 ６番 森口委員 

 

６番委員 

（森口信二君） 

 おはようございます。 

議第１４２号 農地利用集積計画の申出について、利用権新

規１番と２番について説明させていただきます。 

番号１番、貸人、土地の所在は、議案書記載のとおり。 

地目は、３筆とも田になっております。面積は、３筆合計で

２，６５４㎡、始期終期につきましては、令和２年８月１日か

ら令和１２年７月３１日まで、期間１０年、利用目的は水田、

賃借は１０アールあたり４，５２１円、４，５２２円、４，５

２２円となっております。利用権の種類は、賃借権。 

借人、議案書記載のとおり。 

 番号２番につきましては、貸人、土地の所在は、議案書記載

のとおり。 

地目は、台帳 現況とも田です。面積は１，７２２㎡です。

始期終期は令和２年７月１日から令和１２年６月３０日まで、

期間は１０年、利用目的は水稲、賃借は１０アールあたり玄米



６０㎏、利用権の種類は賃借権でございます。借人は、議案書

記載のとおり。 

経営面積は、自作地が３，２８８㎡でございます。一人で頑

張っておられます。申請地は３３ページをお願いします。場所

的にも、ものすごくいい所でございます。また、番号２番につ

きましては、３４ページをご覧ください。 

借人は、稲作拡充のために農地を探しておられましたが、紹

介されて、農地利用集積計画の申し出の運びとなりました。尚、

農業基盤強化促進法第１８条の３項の各要件は満たしておりま

すので、御審議の程宜しくお願い致します。以上です。 

 

議 長 

 

 はい、ありがとうございます。次３番ですが、本日は田畑委

員が欠席ですので、私が代理で説明を致します。 

農用地利用集積計画申し出の新規設定番号３、 

貸人、借人、土地の所在は、議案書記載のとおり。 

地目は台帳 現況とも畑で面積は、５筆合計で８，８６４㎡、

ここは甘夏園でございます。始期終期がですね、令和２年７月

１日から令和１２年６月３０日末の１０年間です。 

利用目的は果樹、利用権の種類は賃借権で賃借料は全体で１

５万円となっております。経営面積が借入地が、１１，６６３

㎡でこれは甘夏、デコポン、みはやを作っておられる。きちん

と耕作されています。従事者は本人１人です。申請地は３５ペ

ージをご覧ください。 

ここは先程、合意解約があったところでございます。この農

地はですね、もともと貸人のお兄さんが耕作しておられ、亡く

なられたのでその後を耕作されていた方が体調を崩され、新た

な耕作者を探していたところ、貸人の息子と同僚であった借人

と話がまとまり、今回の申し出になっております。借人は現在

ですね、園地の草払いなども既にされており、また、中山間直

接支払いでの草払い等の活動にも参加しています。園地までの

距離はですね、住居から１０分程度で、農業に従事されていま

す。よって、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件

を満たしていると思われますので、御審議の程、よろしくお願

いします。 

次 ４番をします。 

 

２番委員 

 

はい 

議 長 

 

はい、２番松本委員 

２番委員  それでは、議第１４２号 農用地利用集積計画の申し出につ



 いての４番を説明致します。 

 貸人、土地の所在は、議案書記載のとおり、計７筆です。

地目は台帳、現況とも畑で、全部茶園です。面積が７筆合わせ

て３２，２３６㎡、始期終期が令和２年７月１日から令和８年

６月３０日までの６年間です。利用目的はお茶です。借賃は１

０アールあたり２５，０００円、利用権の種類は賃借権。 

借人は議案書記載のとおり。 

経営面積は借入地が８１，８９１㎡です。従事者はお兄さん

と息子さんの３人です。 

場所は３６ページです。一番あの辺で標高の高いところであ

ります。借人は、以前会社におられて、今は定年退職で辞めて

おられますが、その時にお兄さんの茶園を会社で経営をされた

実績があり、下限面積も４０アール以上ありますので、何ら問

題はないかと思われます。貸人はですね、昨年まで、お茶をし

とられましたが、今年からは辞めるということで借り手を探し

ておられました。借賃もですね、最初は５万円だったそうです

が、ほっとくと直ぐに荒れてしまうので、そうゆうことをいろ

いろ勘案して値切って、２万５千円になったという話を聞きま

した。以上ですが、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の

各要件を満たしていると思われますので、よろしく御審議の程、

お願い致します。以上で説明を終わります。 

 

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。 

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。はい、３番松田委員 

 

３番委員 

 

 １番について質問致します。借賃が非常に細かくしてありま

すけども、この借賃は農業公社で決められたものですか。 

 

事務局次長  そうですね、賃貸となっておりますけども、基本的に農業公

社のほうで決められた賃借設定となっております。 

 

議 長 

 

他にはありませんか。御質疑御異議 

他に御質疑、御異議もないようですので、議第１４２号 

農用地利用集積計画の申し出については、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１４２号 農用地利用集積

計画の申し出については、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。 

 

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３６回水俣市農業委員会会議を終了いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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。 

 

 

 

議 長 

 

  

 

署 名 委 員 

 

 

 

署 名 委 員 


