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第１２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６月１０日 

  ９時３０分 

１０時２９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  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）農地転用許可不要後の事業中止について 

報告事項（２）農地転用許可後の工事の完了について 

議第４３号  現況農地認定について 

議第４４号  非農地証明書交付について 

議第４５号  農地法第３条の許可申請について 

議第４６号  農地法第５条の許可申請について 

議第４７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  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１２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、１１番、渕上委員、１２番、前田委員に

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、１１番、渕上委員にお願いします。 

 

１１番委員 

（渕上正嗣君） 

農業委員会憲章 

一つ、農業委員会は、農業・農村の代表として、食料・農業・

農村基本計画の実現に努め、国民の期待と信頼に応えます。 

 

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 

 

おはようございます。 

報告事項について、御説明申し上げます。 

報告事項（１）農地転用許可不要届後の事業中止について、

でございます。 

議案書は、１ページ、１件でございます。 

 貸人、借人、土地の所在、地目は、記載のとおりです。 

面積は２，５３１㎡の内１９．６４㎡です。 

まず、右欄の理由のほうを御覧下さい。 

 本件は、令和元年１２月１０日開催の第３０回会議で報告し

ました農地転用許可不要届について、計画が変更となったた

め、事業の中止届が提出されたものでございます。 

その隣、施設概要をご覧ください。 

 施設概要は、携帯電話等の無線基地局でございますが、先程

説明したとおり、事業中止に伴いまして転用は取り止めて、貸

人に令和３年５月１９日付で農地は返却されております。 

場所は、２ページに記載しております。 



この農地は、後ほど議第４５号、農地法第３条の許可申請に

ついて、で売買予定であり、御審議頂く予定となっております。 

次に、報告事項（２）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、３、４ページになります。３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４３号、現況農地認定について、を議題といたします。 

関係委員の御説明をお願いします。 

 

８番委員 

（中村清治君） 

 

はい、議長。 

議 長 

 

はい、８番、中村委員お願いします。 

 

８番委員 

 

おはようございます。 

議第４３号、現況農地認定について、説明を致します。 

議案書は６ページをお開きください。 

申請人、土地の所在は、議案書記載のとおり。 

地目台帳は宅地、現況は農地となっております。 

面積は４１６.０７㎡。 

申請地の場所は、７ページをご覧ください。  

ここは以前、住宅が建っておりましたが、取り壊して２０１

６年頃から耕作を行い、農地として利用しているとの事です。 

６月７日に、古里推進委員と私、申請人御夫婦、事務局２名

で現地確認を行いました。現在、カボチャとソラマメとニラが

作ってありました。また、梅などの果樹も植えてありました。 

地図は７ページにございます。その裏に現況写真があります

けど、それがニラとソラマメが植えてある写真でございます。 

ちょっと前の写真で、ソラマメは収穫が終わっていたみたい

でございます。  

申請人は、この農地の下に一筆、５００ｍほど下に２筆、農

地を持っておられ、すぐ下の農地にはキュウリやトマトなど植

えてありました。５００ｍほど下の所には、水稲を作っておら



れます。４畝くらいあるとのことでした。２日に一回は、自宅

がある市内から申請地の方に上がってきて、耕作をしていると

のことです。 

農地と認定しても、何ら問題はないと思われますので、農地

法第２条第１項に該当しますので御審議の程、よろしくお願い

申し上げます。 

 

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４３号、現況農地

認定については、認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４３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

ことに決定します。 

次に移ります。 

議第４４号、非農地証明書交付について、を議題といたしま

す。 

関係委員の説明をお願いします。 

 

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４４号、非農地証明書交付について、御説明いたします。  

議案書は１０ページです。 

申請人、土地の所在は議案書記載のとおりです。 

地目、台帳は畑。現況は山林になっています。 

面積は１９８㎡。申請地は１１ページをご覧ください。 

現地調査を６月７日に土地家屋調査士の方、事務局２名、安

田推進委員、私の５名で行いました。 

土地の現況の詳細は１２ページの写真のとおりです。 

申請地は道の法面になっていて、一か所だけ車の離合ができ

るようなスペースがありますが、駐車スペースとしても利用さ

れてはいません。他には放置された物品等は一切ありません。 

またご覧のとおり、山林の状態となっており、耕作不能な状

態であると判断できます。 



土地家屋調査士の方によりますと、非農地となった後も、現

状維持のままとなる見込みであるとのことで、非農地とするこ

とに問題はないと思われます。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。 

 

１３番委員 

（戸次治夫君） 

 

はい、議長。意見ではありませんけども。 

議 長 はい、１３番、戸次委員。 

 

１３番委員 

 

今の説明ですけれど、ここの下の田んぼを、私が管理してい

るような状況で、ここは畑に道を通した時の名残で残っている

ような状況で完全に法面です。これをもし開けるとしても、畑

になるような場所じゃありません。私としては全部切ってもら

ったほうが管理しやすいんですけれども、非農地になってもお

かしくないような土地です。 

以上です。 

 

議 長 他にございませんか。 

 

２番委員 

（松田時義君） 

 

はい、議長。 

議 長 はい、２番、松田委員。 

 

２番委員 

 

昨日ここを通りました所、３人の方がみえられて木を切る準

備をしておられました。ここは離合もできない所ですので、非

常に道路も狭くて急傾斜で大変な所だなと思っています。 

戸次委員が言われたように、大きな木の為に田んぼに影響を

及ぼしているかと思われます。 

以上です。 

 

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４４号、非農地証

明書交付については、交付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４４号、非農地証

明書交付については、農地法第２条第１項の農地には該当しな

いため、証明書を交付することに決定します。 

次に移ります。 

議第４５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。 

関係委員の説明をお願いします。 

６番、金田一委員お願いします。 

 

６番委員 はい、議長。 

 

議 長 はい、６番、金田一委員。 

 

６番委員 

 

 

議第４５号、農地法第３条の許可申請１番について説明いた

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１４ペー

ジの１番に記載のとおりです。 

面積は１筆で２，５３１㎡。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。 

現地調査を６月７日に譲受人と行政書士事務所の方、事務局

２名と推進委員と私の６名で行いました。 

１５ページの地図をご覧ください。 

先程、事務局から報告事項として、農地転用許可不要届後の

事業中止について説明した場所を含んでいます。この事業中止

を受けて今回の申請となりました。 

譲受人は専業農家で、耕作面積はすでに３２，３９０㎡と広

いのですが、常時、親戚の男性２名を雇い、無農薬栽培で生協

や業者に販売をしております。 

申請地は、譲受人の自宅から５００ｍ以内で、きよみオレン

ジが植わっています。 

譲渡人は申請地を相続後、自己管理することができず、譲受

人に７～８年前から管理を委託しており、今回、譲渡すること

になったものです。３条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、よろしくお願いいたします。 

１１番委員 

（渕上正嗣君） 

 

はい、議長。 

 

議 長 １１番、渕上委員お願いします。 

 

１１番委員 議第４５号、農地法第３条の許可申請３番について説明いた



 します。 

譲渡人、譲受人は、土地の所在は議案書のとおり。 

地目現況共に畑。面積、３４５㎡。 

譲受人の状況は、田が３，８２６㎡。畑３，１４４㎡。合計

６，９７０㎡。 

構成員は、譲受人と奥様。 

場所は１７ページ。申請地の周りは、譲受人の土地になって

おります。土地は、奥さんの兄妹の人にあたり、前から譲受人

が管理をしていたそうです。 

従いまして、農地法第３条２項に該当せず、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。 

 

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４５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 御異議もないようですので、議第４５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４６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。 

 

７番委員 

（稲田祐市君） 

 

はい、議長。 

議 長 はい、７番、稲田委員お願いします。 

 

７番委員 

 

おはようございます。 

議第４６号、農地法第５条の許可申請について、番号１を説

明させていただきます。 

譲渡人、譲受人は議案書の記載のとおり。 

譲受人は譲渡人のお孫さんということです。 

土地の所在は記載のとおりです。台帳現況共に田、面積につ



きましては３８５㎡となっております。 

転用目的は、個人住宅ということで、転用が出されておりま

す。 

土地は、第２種農地でございまして、使用貸借権となってお

ります。 

施設概要は地図の２１ページ、配置図は２２ページをご覧く

ださい。 

転用理由としまして、現在は借家に居住されておりますが、

借家では手狭となるため、申請地に住宅を新築するために転用

するということでございました。 

現地調査につきましては、６月７日に事務局２名、譲渡人、

譲受人、ハウスメーカー２名、推進委員と私の８人の立ち合い

で行いました。 

あと、資金計画のほうは、記載のとおりでございます。住宅

ローンの事前審査終了証が添付されているとのことでした。 

排水計画につきましては、道路側に側溝、こちらの方へ排水

するとの事で、隣接地には田、未耕作地がありまして周辺への

影響はないと考えられます。 

ただ、現地調査時に申請地は造成済みとなっておりました。

業者の手違いで先行造成してしまったということで、こちらの

方は、始末書のほうが提出されております。 

現地調査の結果、農地法第５条の転用許可に係る許可基準よ

り、個人住宅を建設しても問題ないと判断しましたので、御審

議の程よろしくお願いいたします。 

 

３番委員 

（森口信二君） 

 

はい、議長。 

議 長 はい、３番、森口委員お願いします。 

 

３番委員 おはようございます。 

議第４６号、農地法第５条の許可申請番号２番について説明

させていただきます。 

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です。 

面積は５２０㎡。一筆です。 

転用の目的は、資材置場、倉庫建築を予定されております。 

現在の資材置場が手狭になったため、今ある場所を広げたい

ということでございます。 

農地の区分については、第２種農地になっております。 



施設の概要としましては、事業面積が１，０３０㎡の内、今

回の５２０㎡が入っております。資材置場が４２１㎡。倉庫面

積が６４㎡。通路面積が３５㎡。になっております。 

造成費用は、記載のとおり。 

残高証明書付きです。 

申請地は、議案書記載のとおり。 

６月７日に、行政書士、譲受人、事務局、森下委員と私で、

現地調査に行きました。 

令和２年９月１０日の一筆調査でも、木材の保管、フレコン

による崩落防止の工事中であることを、事務局にも報告した経

緯があります。 

６月７日の現地調査でも同様であったため、顛末書が提出さ

れております。周辺は山林化していて、農地も確認できません

でした。 

また、２４ページに配置図も出ております。こちらもご覧く

ださい。木材倉庫予定地への雨水の排水については、図面上は

溜桝４基と、１５０㎜のパイプで配管されて流される計画にな

っております。また、この排水の先には小さな水路があり、川

に繋がっております。 

この埋め立てられる所が、かなり高い埋め立てが予想されま

す。どこまでされるのか、気になる所でございました。その他

は転用に係る基準については問題ないと思いますので、御審議

の程、よろしくお願いいたします。 

 

１１番委員 

 

はい、議長。 

議 長 はい、１１番、渕上委員にお願いします。 

 

１１番委員 議第４６号、農地法第５条の許可申請について、３番を説明

します。 

譲渡人、譲受人、申請地の所在は、議案書どおりでございま

す。２筆ございます。 

地目は１筆が、台帳現況共に田。面積は１，１９６㎡の内９

４．１８㎡。 

もう１筆が、台帳現況共に畑。面積が１，６６０㎡の内５９．

２３㎡となっております。 

転用理由は、太陽光発電事業用地の調整池から、オーバーフ

ローした雨水を最寄りの川へ流すための排水路の設置。 

施設概要の排水路の転用面積は１５３.４１㎡。 

資金計画は、記載のとおりであります。 



申請地の農地区分につきましては、中山間地にある小規模農

地であることから、第２種農地と判断されます。 

申請地は、議案書記載のとおり。 

ここは、今年の３月の会議で承認された３条申請で、地役権

の設定が行われた所です。配置図は２６ページにありますが、

図の右側が調整池です。ここから右まで伸びているのが、今回

設置する排水路で、地上権を設定する部分です。 

６月７日に事務局と行政書士、山口推進委員と私の５人で現

地調査を行いました。 

今回は排水施設への転用ということで、地上権の設定にな

り、排水施設以外の農地につきましては、農地として利用する

ことが可能となっております。よって、農地法第５条の転用に

係る許可基準により、何ら問題はないと判断して参りました。 

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。 

 

２番委員 はい、議長。 

 

議 長 はい、２番、松田委員。 

 

２番委員 

 

３番について、質問いたします。 

排水路を作られるということですけど、関東の会社です。排

水路が詰まったりと、いろいろなことが考えられる訳ですけど

も維持管理は、この関東の会社が責任をもってされるのかどう

か、お聞きしたいと思います。 

 

事務局次長 はい、事務局でございます。 

排水に関しましては、調整池がかなり広い面積でございま

す。そこに集まった雨水を、オーバーフローした分が流れて行

きますので、基本的に大きな土砂とかが詰まることはないのか

なと思っております。維持管理に関しましては、これは地上権

の設定ですので、これは責任を持って業者の方が、維持管理を

していくことになるかと思います。 

 

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、御意見もないようですので、議第４６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４６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４７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、新規の１番から４番、再設定の１番と、中間管理機構

の特例事業の議案を審議した後、再設定の２番の議案を審議し

ます。 

新規の１番から４番、再設定の１番、中間管理機構の特例事

業の関係委員の説明をお願いします。 

 

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４７号、農用地利用集積計画の申出について、利用権は

新規でございます。 

１番から３番まで続けて御報告いたします。 

番号１。議案書は２８ページでございます。 

貸人、借人、土地の所在は、議案書記載のとおり。 

地目は台帳現況共に田です。 

面積は１，８３１㎡の内８２１㎡となっております。 

始期終期は、令和３年７月１日から令和８年６月３０日まで

の５年間となっております。 

利用目的は、水稲栽培です。 

借賃は無償、利用権の種類は使用貸借権でございます。 

申請地は議案書記載のとおり。 

周囲はほとんど水田となっております。 

借人の自宅から申請地まで２００ｍ位です。借人の状況につ

きましては、借人と、奥さまの二人で自作地も全部耕作されて

いて、農作業の従事日数につきましても１５０日以上従事さ

れ、今回農地を借りて経営拡大を図りたいとのことでございま

す。 

貸人の状況につきましては、女一人で耕作できないので、借

人へお願いすることにしましたとのことでございます。 

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、よろしくお願いします。 



番号２について説明いたします。２筆ございます。 

貸人、土地の所在は、議案書記載のとおり。 

地目は台帳現況共に田。面積は１，５０８㎡。 

もう１筆の面積は１，８４０㎡。二筆で合計３，３４８㎡で

す。 

始期終期は、令和３年８月１日から令和１３年７月３１日ま

で。期間は１０年です。 

利用目的は水稲です。 

借賃は全体で玄米６０㎏と９０㎏となっております。 

利用権の種類は賃借権で、物納です。 

借人は、公益財団法人熊本県農業公社中間管理機構です。 

貸人から、機構を通して集落内の人に耕作してもらいたいと

の要望もありまして、転借人が１筆ずつ２人で借りるようにな

っております。 

申請地は議案書記載のとおりです。 

二筆同じ所にあります。基盤整備も完了して、周囲は水田と

畑となっております。 

転借人は、自宅の農地につきましては１００パーセント確実

に耕作されて頑張っておられます。 

もう１方の転借人は、今回、川の近くに田んぼを持っていた

んですが、流れてしまいまして、全く手つかずの状態になって

います。自宅から近い方に耕作したいとのことでございまし

た。農作業についても、二人とも頑張っておられます。 

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、よろしくお願いします。 

３番にいきます。 

貸人、土地の所在は、議案書記載のとおり。 

地目は二筆とも台帳現況共に田です。 

面積は６６７㎡と１，０１２㎡。二筆合計で１，６７９㎡で

す。 

始期終期は、令和３年８月１日から令和１３年７月３１日ま

で。期間は１０年間となっております。 

利用目的は水稲。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、公益社団法人熊本県農業公社中間管理機構です。 

申請地は議案書記載のとおり。 

農道の北側に二筆、くっついてあります。基盤整備も完了し

た所です。ほとんど水田となっております。 

貸人は、現在市内に住んでおられ、手つかずの状態でありま

した。自分では管理できないということで、転借人に耕作をお

願いしましたとのことでした。 

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、よろしくお願いします。 

 

議 長 ４番は私の担当地区ですので、私が説明をいたします。 



議 長 

 

農用地利用集積計画の申出について、の４番について御説明

いたします。 

貸人、土地の所在は記載のとおりでございます。 

地目は台帳現況共に田でございます。 

面積は２，３０３㎡。始期終期は令和３年８月１日から令和

１３年７月３１日まで。期間は１０年。 

利用目的は野菜。貸賃は全体で１０，０００円になっており

ます。 

利用権の種類は賃借権でございます。公社を通して、転借人

の認定新規就農者の方が借りられます。 

申請地は、議案書記載のとおり。 

この土地は昨年、前任者の新規就農者が借りて玉葱を作って

おられたんですけれども、去年の２月でしたか解約されまし

て、その後、転借人が引き継いでいます。現在はスイートコー

ンとカボチャを作付けされております。新規就農で頑張ってお

られて、約 1ｈａほどの農地を確保できたのかなと思っており

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

ていると考えますので御審議の程、よろしくお願いします。 

 

１０番委員 

（松本公昭君） 

 

はい、議長。 

議 長 はい、１０番、松本委員。 

 

１０番委員 

 

おはようございます。 

議第４７号、農用地利用集積計画の申出について、再設定の

１番を説明いたします。 

貸人、借人、土地の所在は、議案書記載のとおり。 

地目は台帳現況共に田。面積が１，８２６㎡であります。 

始期終期は、令和３年７月１日から令和８年６月３０日。期

間５年。利用目的は水稲。借賃は玄米を全体で９０㎏。利用権

の種類は賃借権になっております。 

経営面積は記載のとおりです。 

場所は、３５ページになります。 

地図では広い田に見えますが、細長い田んぼが４枚か５枚あ

ります。 

借人は、川に囲まれた所も自作地で作っておられますが、去

年の大水の時に結構、崩れたり水が上がったりしてですね、そ

こをトラクターを改造したトップカーで土を運んだりして、頑

張っておられます。やがて８０歳前なんですが、電話で確認し

ましたところ、貸人が、また作ってくれということで、借人が

作られるという事でした。 

農作業従事日数は３００日となっておりましたので、十分じ



ゃないかと思われます。 

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

ていると思いますので御審議の程、よろしくお願いします。 

 

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４７号、農用地利用集積計画の申出についての利用権、

中間管理機構の特例事業貸付について、事務局から御説明いた

します。 

議案書は３０ページになります。 

これは農地中間管理機構の特例事業としての農業経営基盤

強化促進法の利用権設定に基づき、農業公社が借人に貸付ける

事業でございます。 

本件は、令和３年３月１０日開催の第９回会議において、議

第３５号、農用地利用集積計画の申出についての所有権移転に

おいて御審議、御承認いただいた農地であり、中間管理事業の

特例事業の一連で、一時貸付でございます。 

貸人、土地の所在は議案書記載のとおりで、全部で５筆です。 

地目。上から４筆は、台帳、現況とも畑。最後の１筆は、台

帳、現況とも宅地です。この宅地は、本特例事業において一括

で取り扱う農業用施設であるため、審議の対象となっておりま

す。 

面積は、５筆合計１４，７６５．８７㎡です。 

始期終期は、令和３年６月１１日から令和４年の６月１０日

までの１年間となっております。 

利用目的は、みかん園と農業用施設用地で、借賃は、議案書

記載のとおりです。 

借賃の額は、農地売買等事業実施に伴う土地売買賃貸借対価

等算定事務取扱による規定におきまして、公社買入金額の２．

５％となっております。 

利用権の種類は、賃借権。 

借人は、議案書記載のとおりですが、今回の貸付につきまし

ては、当初の予定では、所有者から農業公社が一旦買い受けた

後、農業公社が、今回の借入者に売り渡す予定となっておりま

したが、県の補助金と自身の収入が得られるまでの１年間の

間、公社が貸し付けることとしたものです。 

順調にいけば、貸付終了後、借人に公社から売却することと

なります。なお、今回借人が公社に支払う借賃は、売却の際の

金額から、控除されるとのことです。 

場所は、３７ページをご覧ください。 

よって、農業経営基盤強化促進法第７条第１項第１号に基づ

く事業であり、同法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えますので御審議の程、よろしくお願い致します。 



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、御異議もないようですので、議第４７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４７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。 

次に、再設定の２番を審議します。 

なお、借人である元村委員は、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、元村委員の退場をお願いします。 

 

 （元村委員退場）１０時２５分 

 

５番委員 

（田畑和雄君） 

 

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４７号、農用地利用集積計画の申出について、番号２を

御説明いたします。 

 貸人、借人、土地の所在は議案書記載のとおり。 

地目は台帳現況共に畑です。 

 面積は２，１７５㎡。始期終期は、令和３年７月１日から令

和８年６月３０日まで。期間は５年。利用目的は玉葱。 

 借賃は、１０ａあたり７，５００円。 

 利用権の種類は賃借権。経営面積は記載のとおりです。 

 申請地は、議案書記載のとおり。 

 埋め立てで、場所的にも良い所です。借人も何歳までされる

かわかりませんが、頑張るということですので。 

 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 

 

御異議もないようですので、議第４７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４７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。 

元村委員の入場を認めます。 

 

 （元村委員入場）１０時２８分 

 

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１２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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