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第１１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５月１０日 

  ９時３０分 

１０時００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 

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  １名 ３番 森口 信二 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 報告事項（１）許可不要転用について 

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）農地転用許可書の返却について 

議第４０号  農地法第３条の許可申請について 

議第４１号  農用地利用集積計画の申出について 

議第４２号  農地転用許可書の返却について 

６ 農業委員会事務局 

 局  長  永松 正治 

局 次 長  大川 尊 

主  任  山内 哲郎 

参  事  松原 真樹 



議 長 

（坂本隆司君） 

只今より、第１１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。 

欠席は、３番、森口委員です。 

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、９番、廣島委員、１０番、松本委員にお

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、１０番、松本委員にお願いします。 

 

１０番委員 

（松本公昭君） 

農業委員会憲章 

一つ、農業委員会は、暮らしと経営に役立つ情報の収集・提

供に努め、活力ある農業と農村社会を目指します。 

 

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、御説明申し上げます。 

報告事項（１）許可不要転用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。 

 まず、番号１ですが、届出人、土地の所在、地目は記載のと

おりです。 

全部で５筆です。 

面積は、上から、818 ㎡の内 100 ㎡、247 ㎡の内 26 ㎡、589

㎡の内 52㎡、632㎡の内 96㎡、261㎡の内 109㎡で、合計 383

㎡です。 

 理由は記載のとおりですが、太陽光発電所との接続並びに関

連工事に伴う用地として一時転用するもので、施設概要は、電

線の架線装置及び搬入路でございます。 

場所は、２ページに記載しております。 

施設配置図は、３ページと４ページに記載しておりますが、

３ページの黒線部分が、今回、電線架線の新設工事部分となっ



ており、４ページの着色部分が、この電線架線に係る架線装置

設置及び搬入路となっております。 

次に、番号２です。 

届出人、土地の所在、地目は、記載のとおりです。 

全部で２筆です。 

面積は、上から、652 ㎡の内 261㎡、1,354㎡の内 400㎡で、

合計 661㎡です。 

 理由は、電線の張替え工事に伴う機材等の設置及び作業並び

に資機材置き場として一時転用するもので、施設概要は、資機

材置き場、工事車両駐車場及び倉庫でございます。 

場所は、５ページをご覧ください。 

施設配置図は、６ページに記載しておりますのでご参照くだ

さい。 

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、７ページになります。全部で４件ございます。 

まず、番号の１番から２番についてですが、こちらは令和３

年２月１０日の第８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。 

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年となっております。 

利用目的は、いずれも水稲で、借賃、利用権の種類は無償で

使用貸借権となっております。 

次に、番号の３番から４番についてですが、こちらは令和３

年３月１０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。 

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３年４月９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５月１日から令和１３年４月３０日までの

１０年となっております。 

利用目的は、３番が水稲で、４番が果樹。借賃、利用権の種

類は、３番が無償で使用貸借権、４番が全体で１万円の賃借権

となっております。 

場所は、１番が８ページ、２番が９ページ、３番が１０ペー

ジ、４番が１１ページです。 

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１２ページになります。全部で４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

告書の提出がありました。 

右端の事務局確認日におきまして、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。 

 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４０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。 

関係委員の御説明をお願いします。 

 

１０番委員 

 

はい、議長。 

議 長 

 

はい、１０番、松本委員お願いします。 

 

１０番委員 おはようございます。 

議第４０号、農地法第３条の許可申請について説明します。 

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、台帳現況共に田。３筆合わせて９８２㎡になります。 

譲受人の状況としましては、田畑、樹園地などで４，３６６

㎡を耕作されております。年齢も５２歳と若く、将来有望かと

思います。 

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４０ａは超えています。 

譲受人は兼業農家です。 

申請地は１５ページをご覧ください。 

現地調査を４月３０日に森口委員と関係者で行われまして、

その後電話がかかってきまして、森口委員が本日、出席できな

いということで、その後現地を確認しました。当該農地はです

ね、ここ数年は耕作放棄されて、セイタカアワダチソウが沢山

出ていた状態ですが、見に行った時には草刈りもして綺麗にし

てありました。 

譲渡人は、管理機を一台持っておられるだけで、かなり高齢

になりまして管理が行届かない状態でした。 

今回、申請地のすぐ下の、図面でいえば右側になりますが、

ここを譲受人が耕作されておりますので、譲渡人に買ってもら

えないだろうかという事で話がまとまったそうです。 



農地法第３条の第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。 

 

４番委員 

（山澤親徳君） 

 

 はい、議長。 

議 長  はい、４番、山澤委員にお願いします。  

 

４番委員 

 

おはようございます。 

議第４０号、農地法第３条の許可申請、番号２について説明

します。 

議案書は１４ページをご覧ください。 

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、台帳現況共に田です。面積は１，６６１㎡となって

おります。 

譲受人の状況につきましては、夫婦２人で農業経営を行って

おります。 

耕作面積は、自作地が４，８３６㎡となっており、ほとんど

が耕作され、今回農地を購入し、水稲栽培の経営拡大を図ると

の事でございます。 

譲受人の農作業の従事日数につきましては、年間１５０日以

上従事されています。また、下限面積につきましても申請地の

面積と自作地との合計面積で４０ａは超えております。 

所有権移転は売買でございます。 

申請地は議案書の１６ページをご覧ください。 

４月３０日に事務局２名、関係者、下鶴委員と私の６名で現

地調査を行い、周辺農地の状況等を確認してまいりました。周

辺はほとんど水田と畑となっており、譲受人は、今回の申請地

を購入して経営拡大を図っておるということですが、非常に真

面目な方で一生懸命に頑張っておられます。 

以上でございますが、周辺農地の農業上の効率且つ総合的な

利用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ため、許可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４０号、農地法第３条の許可申請、３番について説明を

致します。 

譲渡人、譲受人及び申請地の土地所在地は、議案書の１４ペ

ージ３番に記載のとおりです。面積は１筆で１，２８０㎡。地

目は台帳現況共に畑です。 

所有権移転は売買。利用目的は柑橘。現在はスイートスプリ

ングが植わっているようです。 

現地調査を、４月３０日に推進委員でもある譲受人と行政書

士、事務局２名と私の５名で行いました。 

申請地の場所は、１７ページの地図をご覧ください。 

譲受人の耕作状況は、１４ページのとおりで、従業員３名を

雇用し、ネット販売や産直販売、業者への販売をしております。 

譲渡人は、申請地を相続後、自己管理することができず、管

理を譲受人に委託してきましたが、今回、譲渡するに至ったも

のです。 

農地法第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 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４０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４０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４１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。 

 

４番委員 

 

はい。 

議 長 

 

はい、４番、山澤委員お願いします。 

 



４番委員 

 

 

議第４１号、農用地利用集積計画の申出について、利用権新

規番号１について説明いたします。 

議案書の１９ページをご覧ください。 

貸人、借人、土地の所在は、議案書記載のとおりです。 

面積は、４４０㎡となっており１筆でございます。 

始期終期は、令和３年６月１日から令和６年５月３１日まで

の３年間となっております。 

利用目的は水稲栽培。借賃は１０ａあたり１０，０００円で

ございます。 

利用権の種類は賃借権でございます。 

経営面積は、自作地が６，７８９㎡と借入地が２，３１６㎡

となっております。 

世帯員は２名で、家族で農業に従事されております。 

借人は、地区の高齢化が進む中で農地の保全に努めながら効

率よく利用されています。 

申請地は２０ページをご覧ください。 

周辺はほとんど水田となっており、今回、借受け人の水田と

の隣りあわせの所でもあります。 

貸人の状況につきましては、市内に住んでおり勤めの都合も

あり管理ができないということで、借人へ耕作をお願いしたと

いうことでございます。 

農業経営基盤強化促進法第１８条の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。 

 

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４１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４１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４２号農地転用許可書の返却についてを、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４２号農地転用許可書の返却について御説明いたしま

す。 

本件は、会議日、令和３年２月１０日の第８回会議におきま

して、議第３０号、農地法第５条の許可申請についての番号１

で御審議いただき承認いただいた件でございます。 

熊本県知事から令和３年２月２６日に許可されておりまし

たが、令和３年４月１３日に、譲渡人、譲受人連名で許可書の

返納届を提出されました。 

土地の所在、  土地の所在、地目、面積、申請人につきましては、記載のと

おりです。 

返却の理由ですが、転用目的は個人住宅ということでした 

が、土地を無償で譲渡してもらえるということで、許可を受け

たものの、通路の拡張工事や土地造成工事等に予想外の費用が

発生することがわかったことと、条件の良い土地が見つかった

ということで、工事にかかる費用等を考え、本件土地には住宅

を建てないこととしたということで、今回許可書を返却すると

いうことでございました。 

御審議の程よろしくお願いいたします。 

以上です。 

議 長 

 

事務局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４２号、農地転用

許可書の返却については、承認してよろしいですか。 

 

 (意義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４２号、農地転用許可書の

返却については、承認することに決定いたします。 

 

２番委員 

（松田時義君） 

 

議長。 

議 長 

 

はい、２番、松田委員。 

２番委員 １ページの１番です。 



 

 

太陽光発電に関する関連工事ですけれども、市民の方から、

「あんたたちは、あんな大規模な太陽光発電に、農業委員会は

何故許可したのか」と言って来られたわけです。  

いろいろと説明しました。 

農業委員会では、あらゆる角度から検討した結果、許可しま

したと言ったんです。農業委員会では毎月ではないですけ適当

な時期を見て、農地パトロールを実施していますと。もし災害

が起こるような前兆があった時には、すぐに工事を行った所に

言うようになっていると思いますと説明したわけですよね。 

今後は、太陽光を作った所は、農地パトロールをビシッとや

って監視していかないといけないんじゃないかなという感じ

を受けました。 

説明したら納得されたんですね。私達は常に農地パトロール

を必要によって実施しておりますから安心してくださいみた

いなことを言いました。 

今、太陽光発電があちこちにできておりますが、時々、パト

ロールする必要があるんじゃないかなと感じました。 

２番目は、５月６日から工事をしてたもんですから、走って

現場に行ってですね。そうしたら、許可不要転用というのは、

農業委員会に書類を提出したら工事をしてもいいという事で

した。私は報告もないのに工事をしてたということで、すぐ農

業委員会事務局のほうに電話をした次第です。知りませんでし

た。 

２番目の件ですが、太陽光発電が完成してるんですけれど

も、送電線に設置する工事ができていません。それも見に行っ

てきました。いろいろと問題点があって設置ができていないそ

うです。私が見た段階では難航するなというような感じがしま

した。２月に完成してます。送電線の工事ができていないそう

です。 

以上です。 

 

議 長 

 

他にありませんか。 

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１１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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