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第１０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３年４月９日 

  ９時３０分 

１０時４５分 

３ 出席委員    

 農業委員 １１名 １番 坂本 隆司 君 

３番 森口 信二 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 

 推進委員 １２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 

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 

２８番 古里 君廣 君 

４ 欠席委員     

 農業委員  ３名 ２番 松田 時義 君 

４番 山澤 親徳 君 

 ５番 田畑 和雄 君 

 推進委員  ２名 １９番 山内 秋光君 ２７番 下鶴 信雄 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）合意解約通知について 

報告事項（２）農用地利用配分計画の認可について      

報告事項（３）農地転用許可後の工事の完了について 

議第３７号  農地法第３条の許可申請について 

議第３８号  農用地利用集積計画の申出について 

議第３９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１０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、１１名です。 

欠席は、２番、松田委員、４番、山澤委員、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、７番、稲田委員、８番、中村委員にお願

いします。 

なお、農地利用最適化推進委員は１２名で、欠席者は、１９

番、山内委員、２７番、下鶴委員です。 

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、９番、廣島委員にお願いします。 

 

９番委員 

（廣島康雄君） 

農業委員会憲章 

農業委員は、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 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します。 

報告事項（１）合意解約通知についてでございます。 

議案書は、１ページになります。番号１です。 

貸人、借人、土地の所在等は記載のとおりです。 

借人が亡くなられ、借人の相続人に耕作の意思がないことか

ら合意解約したものです。 

 なお、既に新たな借人への配分計画が認可されておりまし

て、詳細は後ほど報告事項（２）で御説明いたします。 

場所につきましては、２ページに記載されております。 

次に、番号の２番と３番です。 

貸人、借人、土地の所在等は記載のとおりです。 

転借人が貸人から、当該農地を譲り受けることになったた

め、合意解約するものでございます。 



 

 

 

 

 

取得する農地に関しましては、後ほど議第３７号農地法第３

条の許可申請について、での審議をしていただく予定です。 

場所は、３ページに記載されております。 

次に、報告事項（２）農用地利用配分計画の認可について御

説明いたします。議案書は４ページになります。６件でござい

ます。 

まず、番号の１番についてですが、これは先ほどの報告事項

の（１）でご報告しました農地でございます。 

貸人、転貸人、転借人は記載のとおりで、前の転借人との合

意解約に伴い、新たな転借人への賃借権について、令和３年３

月５日付けで熊本県知事に認可されました。 

 土地の所在等は記載のとおりで、期間は、令和３年３月３１

日から令和７年４月３０日までの４年１か月となっておりま

す。 

利用目的は、水田。借賃は記載のとおりで、利用権の種類は、

賃借権（物納）となっております。場所は、２ページに記載さ

れております。 

次に、番号の２番から４番でございます。 

貸人、転貸人、転借人は記載のとおりで、５年間の貸借が終

了し、残りの期間をそれぞれの転借人が貸借するもので、令和

３年３月５日付けで熊本県知事から認可されました。 

 土地の所在等は記載のとおりで、期間は、令和３年３月３１

日から令和８年２月２８日までの４年１１か月となっており

ます。 

利用目的は、水田。借賃は記載のとおりで、利用権の種類は、

賃借権でございます。場所は、６ページに記載されております。 

次に番号の５番、６番でございます。 

令和３年２月１０日の第８回会議で、貸人から転貸人への農

用地利用集積計画の申出について、御審議、御承認いただいた

土地で、それぞれの転借人への貸借につきまして、令和３年３

月１２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３年４月１日から令和１３年３月３１日までの

１０年間となっております。 

 利用目的、借り賃、利用権の種類は、記載のとおりです。 

場所は、５番が７ページ、６番が８ページに記載されており

ます。 
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、９ページ、１０ページになります。全部で５件ご

ざいます。 

それぞれ、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

告書の提出がございました。 

右端の事務局確認日におきまして、現地を確認しましたとこ



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。 

 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３７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、２番の議案を審議した後、３番の議案を審議し

ます。なお、１番、２番の議案の譲受人の中村委員は、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、中村委員の退場をお願いします。 

 

 中村委員退場 

 

議 長 １番、２番について、関係委員のご説明をお願いします。 

 

１２番委員 

（前田 仁君） 

 

はい、議長 

議 長 はい、１２番、前田委員にお願いします。 

 

１２番委員 

 

皆さん、おはようございます。 

 農地法第３条の許可申請について、番号１と２を説明させて

いただきます。 

譲受人は、中村委員で同じでございますので、まとめて説明

させていただきます。 

 １番の譲渡人、土地の所在等は、議題書記載のとおり。 

 地目は、台帳現況共に田で、面積は、１，８０７㎡。 

２番の譲渡人、土地の所在等は、議題書記載のとおり。 

地目は、台帳現況共に田で、面積は、２筆合わせまして２，

４９６㎡でございます。 

１番の現在の状況でございますが、今は自己保全をされてい

る水田でございました。 

２番は、一部作付けされていましたが、半分は自己保全とな

っておりました。 

 現地の調査につきましては、４月５日に事務局２名、譲受人

の中村委員と古里推進委員で行いました。 

 申請地におきましては、今年度より圃場整備計画が実施され

るということで、番号１、２の水田も整備計画の農地であると

いうことから、譲受人の中村委員は経営の規模拡大を図るた



め、農地を求めるものということでございました。 

 中村委員におきましては、稲作にやる気が出ておりまして、

意欲もありますので、問題ないと思ったところでございまし

た。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

満たしておりますので、御審議よろしくお願いいたします。 

 

議 長 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。 

 

 （なしと言うものあり） 

 

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３７号農地法第３

条の許可申請についての、１番と２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３７号農地法第３条の許可

申請についての、１番と２番は、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。 

中村委員の入場を認めます。 

 

 中村委員入場 

 

６番委員 

（金田一充章君） 

 

はい、議長。 

議 長 ６番、金田一委員にお願いします。 

 

６番委員 

 

 

議第３７号農地法第３条の許可申請の３番について御説明

いたします。 

譲渡人、譲受人、及び申請地の土地の所在地は、議案書１２

ページの３番に記載のとおりです。 

面積は一筆で１，６５６㎡。地目は台帳、現況共に畑。所有

権移転は贈与。利用目的は玉葱です。 

現地調査を４月５日に譲受人の代理人として、行政書士事務

所の方、それと事務局２名、安田推進委員と私の５名で行いま



した。１４ページの地図をご覧ください。 

譲受人は、社会福祉法人であり、農業生産法人ではありませ

ん。農地法は、第３条第２項第２号で、農地所有適格法人以外

の法人の農地所有を認めていませんが、第２項で政令で定める

相当の事由を例外として認めています。この場合、農地法施行

令第２条第１項のハ、教育、医療又は社会福祉事業を行うこと

を目的として設立された法人という特例に該当し、譲受人への

所有権の移転は可能となります。 

また、下限面積要件につきましても、農地法施行令第２条第

３項の４号において、前項各号のいずれかに掲げる事由とし

て、この場合社会福祉事業を行うことを目的として設立された

法人は、下限面積要件も免除されるとしております。 

譲受人は、精神障がい者の就労支援の一環として、年間を通

じて農作業を行うもので、作業人員は、職員２名と入所者８名

の計１０名、自動車で移動を行います。 

以上で、第３条第２項に抵触する事案は見受けられませんの

で、許可要件は満たしているものと思われます。御審議よろし

くお願いします。 

 

議 長 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。 

 

 (なしと言うものあり) 

 

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 

 

３番について、この法人の方は農作業については、初めてか。

それとも今まで玉葱を作られているということですか。 

作られているのなら、それに伴う農機具等の状況はどうでし

ょうか。 

 

事務局 譲渡人の方は、今までも別の土地を借りて、こちらの方で許

可を受けて、玉葱を入所者の方のリハビリを目的として、ずっ

とされております。今回、場所がちょっと農地が遠いというこ

ともあったのと、譲られる方とのタイミングがあったというこ



とで、この例外を使って農地を購入して、継続してここをリハ

ビリ農園施設として使用したいというお話でございました。 

農機具に関しましても、所有していらっしゃいます。その作

業員の方が、耕作を一緒になってされるということでございま

した。 

 

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、御意見もないようですので、議第３７号農地法第３

条の許可申請についての３番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３７号農地法第３条の許可

申請についての３番は、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します。 

次に移ります。 

議第３８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。 

 まず、新規設定の１番の議案を審議した後、２番、３番、４

番の議案を審議します。 

なお、１番の借人である松本委員は、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、松本委員の退場をお願いします。 

 

 松本委員退場 

 

議 長 では、１番について関係委員の説明をお願いします。 

 

１２番委員 はい、議長。 

 

議 長 はい、１２番、前田委員にお願いします。 

 

１２番委員 

 

議第３８号農用地利用集積計画の申出について、番号１につ

いて御説明いたします。新規です。 

貸人、土地の所在地等は、議案書記載のとおり。 

地目は台帳現況共に田でございます。面積は１，３４５㎡。 

始期終期は、令和３年５月１日から令和８年４月３０日ま



で、期間５年で、利用目的は水稲でございます。 

借賃は無償。利用権の種類は、使用貸借権でございます。 

借人は、松本農業委員でございまして、経営面積、従事者に

つきましては記載のとおりでございます。 

今までこの水田は、他の方が借りて作られておりましたが、

この方が高齢で、もう作られない、規模を縮小したいというこ

とから、松本委員の方に借りて耕作してほしいと相談がありま

して、今回、利用権設定の申出となりました。松本委員も経営

面積を見ていただくとわかると思いますけれども、大変一生懸

命に頑張っておられます。 

場所につきましては、１７ページに記載のとおりで、日当た

りも良く、良い所だと見てきました。 

一生懸命頑張っておられますので、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、御審議よろ

しくお願いいたします。 

 

議 長 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。 

 

 (なしと言うものあり) 

 

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３８号農用地利用

集積計画の申出についての、１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  御異議もないようですので、議第３８号農用地利用集積計画

の申出についての１番については、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。 

松本委員の入場を認めます。 

 

 松本委員入場 

 

議 長 次に新規設定の２番、３番、４番について、関係委員の説明



をお願いします。 

まずは、２番から、関係委員のご説明をお願いします。 

 

１０番委員 

（松本公昭君） 

 

はい。 

議 長 はい、１０番、松本委員にお願いします。 

 

１０番委員 

 

おはようございます。 

議第３８号農用地利用集積計画の申出についての２番を説

明いたします。 

貸人、借人、土地の所在等は、議案書記載のとおりです。 

地目は台帳現況共に田。面積が２，０４５㎡。始期終期は令

和３年５月１日から令和８年４月３０日までの５年間です。 

利用目的は水稲、貸賃は無償です。 

利用権の種類が使用貸借権。 

経営面積は、記載のとおりです。 

場所は、１７ページ１番の所の隣になります。１、２番とも

に、以前借りておられた方が昨年から、今年いっぱいしか作ら

ないと言われておられましたので、次の借り手を探しておりま

した。 

２番の所は、去年から貸人の長男さんからも依頼があってお

り、なかなか悩んでですね、実は私もここを借人に去年から言

っており、貸人からも借人に依頼があり、今回借りるというこ

とになりました。 

借人は自作地も多く、玉葱、里芋等、水稲以外にも栽培され

ており、農業関係者としては若手であります。 

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。 

 

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 

 

それでは、利用権設定の新規の３番について説明申し上げま

す。本日は、田畑委員がお休みですので、私が代わりまして説

明申し上げます。 

番号３。貸人、借人、土地の所在等は、議案書記載のとおり

です。 

地目は台帳現況共に畑、果樹園です。 

面積は２筆合わせまして４，７８３㎡。始期終期が令和３年

５月１日から令和１３年４月３０日までの期間１０年。 



利用目的は果樹で、ここはデコポンのハウスをやっておられ

ます。 

借賃は１０アールあたり１０，０００円。利用権の種類は賃

借権。 

経営面積は記載のとおりです。 

ここは、借人が過去ずっと借りておられまして、今回新たに、

新規設定という形になります。 

場所は、１８ページをご覧ください。 

ここは全体的に果樹園ですので、なんら問題はないと思われ

ます。 

借人の方は、ここ何十年も果樹一本で経営されております。 

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、よろしくお願いいたし

ます。 

 

８番委員 

（中村清治君） 

 

はい、議長。 

議 長 ８番、中村委員にお願いします。 

 

８番委員 おはようございます。 

農用地利用集積計画の申出の番号４について説明いたしま

す。 

貸人、借人、土地の所在等は、議案書記載のとおりです。 

地目は台帳現況共に田です。 

面積は、５０３㎡でございます。 

始期終期は令和３年５月１日から令和６年４月３０日の３

年間です。 

利用目的は水稲、借賃は無償、使用貸借権でございます。 

借人の状況は、昨年退職をされまして、農業を毎日頑張って

おられます。経営面積は、記載のとおりでございます。 

自作地の２，５０３㎡も水稲を栽培されており、ここにも水

稲を作るとのことでした。 

申請地は１９ページをご覧ください。 

貸人の方が体調を崩されまして、農業ができないとのこと

で、知人の借人に田が荒れないようにお願いしたとのことでし

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、御審議の程、よろしくお

願いいたします。 

 

議 長 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。 

 

 (なしと言うものあり) 



 

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３８号農用地利用

集積計画の申出についての２番、３番、４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 

 

御異議もないようですので、議第３８号農用地利用集積計画

の申出についての２番、３番、４番については、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３９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３９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、御説明を申し上げます。 

議案書は２１ページをご覧ください。 

本議案は、令和２年の１２月から令和３年３月まで、総会後

に毎月協議を行ってまいりました。農地法施行規則第１７条に

定める別段の面積について、でございます。 

まず、番号１でございます。 

基準は、農地法施行規則第１７条第１項でございます。 

これは、設定区域について、営農面積がおおむね同一と認め

られる地域であり、１０アール以上での設定であること、設定

面積未満の耕作者数が、耕作者総数のおおむね１００分の４０

を下回らないことという要件がございますが、いずれも基準を

満たしております。 

この別段の面積につきましては、今までどおり４０アールと

し、設定区域も水俣市全域で変更はございません。 

次に、番号２でございますが、基準は、農地法施行規則第１

７条第２項でございます。 

この第２項の要件は、現に耕作の目的に供されておらず、か

つ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地等が相



当程度存在すること及び５０アール未満の農地が増えること

で、農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそ

れがない場合に、新規就農を促進するために設定できるもので

ございます。 

これまで協議してまいりましたとおり、別段の面積を１アー

ル未満も対象としておりますが、設定区域を１筆毎に指定し、

その要件につきましては、水俣市空き家バンク制度実施要項に

基づき登録された空き家に付属した農地としております。 

資料として、２２ページをご覧ください。 

以前配布した資料と同じものでございます。別段の面積につ

いて簡単にまとめておりますので、改めてご確認いただければ

と思います。 

また、２３ページから２４ページには、水俣市空き家に付属

した農地の別段面積取り扱い要綱の（案）を添付しております。 

具体的な取り扱いは、この要綱に則って運用していく予定で

ございます。なお、本要綱につきましては、今後、内容が変更

となる場合もありますのでご承知おきください。 

以上、別段の面積の設定について、ご説明いたしましたが、

御審議のほど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。 

 

 (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３９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３９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。 

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１０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。 
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