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第１４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８月１０日 

  ９時３０分 

１０時０２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    

 農業委員  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）農用地利用配分計画の認可について 

報告事項（２）合意解約通知について 

議第５３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（欠席） 

 

 



議 長 

(坂本隆司君) 

只今より、第１４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、２番、松田委員、３番、森口委員にお願い

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、１３番、戸次委員にお願いします。 

 

１３番委員 

（戸次治夫君） 

農業委員会憲章 

一つ、農業委員会は、農地利用の最適化を目指し、担い手への

農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入

の促進に努めます。 

 

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、御説明申し上げます。 

報告事項（１）「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、１ページになります。全部で４件ございます。 

番号の１番から４番についてですが、いずれも令和３年６月１

０日の第１２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７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、地目、面積は記載のとおりです。 

期間は、いずれも令和３年８月１日から令和１３年７月３１日

までの１０年間となっております。 

利用目的は、番号の１番から３番までが水稲で、４番が露地野

菜となっております。借賃は記載のとおりで、利用権の種類は１



番、２番、４番が賃借権で、１番と２番については物納となって

おります。３番は無償で使用貸借権となっております。 

場所は、１番、２番が２ページ、３番が３ページ、４番が４ペ

ージの農地でございます。 

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、５ページになります。１件でございます。 

貸し人、借り人、土地の所在は、記載のとおりです。 

地目は、台帳、現況とも田で、面積は１，９４９㎡でございま

す。 

合意解約日は、令和３年８月３１日で、解約の理由につきまし

ては、今まで無償で借りていた当該農地を有償で借り換えるため

に一旦合意解約するものです。 

借り換えにつきましては、後ほど、議第５３号「農用地利用集

積計画の申し出について」の新規、番号３において御審議いただ

く予定となっております。 

場所につきましては、６ページを御覧ください。基盤整備を行

った農地となっております。 

報告事項の説明は以上となります。 

 

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「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番から３番および再設定の２番から４番ま

での議案を審議した後、再設定の１番を審議します。 

新規設定の１番と２番は、私の担当ですので、私から説明いた

します。 

 ８ページをご覧ください。 

農用地利用集積計画の申出についての新規の１番と２番につ 

いて説明いたします。 

１番。貸人、土地の所在は議案書記載のとおり。 

地目は、台帳現況共に田でございます。 

面積は、２筆で２，０６３㎡。始期終期は、令和３年９月１日

から令和８年８月３１日までで、期間５年。 

利用目的は玉葱。借賃は、１０ａあたり１０，０００円でござ

います。 

利用権の設定は賃借権でございます。 

借人は、議案書記載のとおりです。 

申請地は１０ページをご覧ください。 

この農地は、新規就農者の前任の方が合意解約をされましたの

で、その後を申請人が借り受けたところでございます。昨年は玉

葱、今年は玉葱とスイートコーンを収穫されております。 

地域とも交じり合って頑張っておられます。 

従いまして、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件 



 を満たしていると考えますので、御審議の程よろしくお願い致

します。 

続きまして２番。貸人、土地の所在は、議案書記載のとおりで

ございます。 

面積は７１４㎡。始期終期は、こちらも令和３年９月１日から

令和８年８月３１日の期間５年。利用目的は玉葱。借賃は、１０

ａあたり１０，０００円。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でございます。 

これも同じように、前任者が利用集積計画をされていましたの

で、合意解約し借りられております。 

従いまして、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件

を満たしていると考えますので、御審議の程よろしくお願いしま

す。 

 

１４番委員 

（元村善二君） 

 

はい、議長。 

議 長 

 

１４番、元村委員にお願いします。 

１４番委員 

 

利用権設定の新規３番を説明いたします。 

これは先程、合意解約にあがりました案件であります。 

貸人、土地の所在は、議案書記載のとおり。地目は、台帳現況

とも田。面積は、１,９４９㎡。始期終期は、令和３年１１月１

日から令和４年１０月３１日までの期間１年。 

利用目的は玉葱。借賃は、全体で１７，０００円です。賃借権

となります。 

借人は、議案書記載のとおりです。 

場所はですね、１１ページをご覧ください。先程の合意解約の

所です。 

ここは、前から借人が耕作されておりまして、ずっと玉葱を作

っておられます。 

何ら問題はないと思われますので、農業経営基盤強化促進法第

１８号第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。 

 

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５３号「用地利用集積計画の申出」再設定２番について、

御説明いたします。 

借人、貸人、土地の所在は、議案書に記載のとおりです。 

地目は、台帳現況とも田で、実際は２枚に分かれているんです

けれども、一筆で面積は１,２１１㎡。地図は１３ページです。 

周囲は、ほとんどが田んぼで、稲を作付けしていない圃場も最

近は多くなっているようです。 

始期終期は、令和３年９月１日から令和６年８月３１日までの

３年間。利用目的は玉葱。利用権の種類は使用貸借権で無償です。 

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

いると考えますので御審議の程、よろしくお願いします。 

 

２番委員 

（松田時義君） 

 

はい、議長。 

議 長 

 

はい、２番、松田委員にお願いします。 

 

２番委員 

 

 

「農用地利用集積計画の申出」の利用権再設定の３番について

説明いたします。 

貸人、土地の所在は、議案書記載のとおり。２筆あります。地

目は、台帳現況とも畑で、面積は、２筆合わせて３，１６３㎡。  

始期終期は、令和３年９月１日から令和６年８月３１日まで

で、期間は３年。利用目的は、菜の花とか野菜を作られるようで

す。 

借賃は、１０，０００円。利用権の種類は賃借権。借人は、議

案書記載のとおりです。 

経営面積が非常に広いわけです。それで、今度も３,１６３㎡

借りられるわけですが、周りが耕作放棄地で、どんどん迫ってお

りますので、大丈夫ですかと念を押しました。 

自作地を持っていらっしゃいますが、急傾斜地そして危険区域

です。できたら脱出したいと言っておられました。借人の家の横

までが危険区域になっています。息子さん夫婦は雨が降ると恐ろ

しいという事で、引っ越していらっしゃいます。 

借人は非常に熱心な方で、道路の下水の掃除をしたり草取りを

したりボランティア等もされています。 

１２ページを開けてください。 

１２ページの上の方です。 

菜の花を植えたいとの事です。 

先程も言いましたように、非常に広いですので、借人に、とに

かく頑張ってもらわないと耕作放棄地になりますよと言ってあ

ります。借人は３年間借りたら頑張ってみたいとの事ですので、

応援したいと思います。 

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

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。 

昨日、竹下委員と現地調査を行いました。以上です。 

 

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 利用権再設定の４番について御説明いたします。 

貸人、土地の所在は、２筆ありますが、議案書記載のとおり。

地目は、台帳現況とも田でございます。 

面積は、２筆合わせて２，７９５㎡です。 

始期終期は、令和３年９月１日から令和８年８月３１日までの

５年でございます。 

利用目的は水稲で、借賃は、２筆全体で玄米６０㎏でございま

す。利用権の種類は賃借権です。 

借人は、議案書記載のとおりです。経営面積は記載のとおりで

ございます。 

従事者は、借人と奥さんの２人でございますが、農繁期には子

供さんが手伝うということでございました。 

一昨日、借人の所に行って聞き取りと現地を見てまいりまし

た。 

水田の場所でございますが、１４ページをお開きください。圃

場整備された水田でございます。 

貸人は、現在、仕事の都合で水田の管理が難しいとの事で、水

田の隣に作付けされている借人に耕作のお願いがあり、５年前か

ら借人が作られているとの事でございました。 

借人は、農作業に従事されて一生懸命頑張っておられます。そ

れと、農業もされながら鹿や猪の駆除もやっておられます。 

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 

 

はい。 

議 長 

 

はい、１３番、戸次委員。 

１３番委員 

 

１番と２番の借人の事でお伺いしたいんですが、借地が５，９

００㎡、今度また約３，０００㎡近く借りられて、８反ばかりに

なるんだけど、一人でやっておられるような状況で、さっき新規

就農と言われましたけど、一人で８反分は可能なんだろうか。経



営状況は聞いておられますでしょうか。それをお伺いしたいと思

います。 

 

議 長 

 

私の方から。 

今、一生懸命、借りられている所は耕作をされております。 

一人で頑張っておられます。別の農地には、里芋も作付けされ

て、今回またカボチャを植えて、私も苗が余ったもんですから取

りに来ないかと電話したら、すぐに取りに来られて。 

頑張っておられます。 

 

４番委員 

（山澤親徳君） 

 私からもいいですか。 

うちの家内が、借人が、卸先に立派な野菜を出しておられる。

いろんな人と玉ねぎの手伝いに行ったときに、借人が良く動きな

っですねと感心して帰ってきたんですよ。 

やっぱりやり手ですね。感心します。 

まず、私はあの方を保証します。 

 

１３番委員 

 

 年間ずっと一人で。 

議 長 

 

 一人で。 

 よく働く。仕事も上手い。 

 大丈夫、まだちょっと面積が足りないくらいで。 

ちゃんと輪作というか考えながら作付けをされております。 

スイートコーンの方も自分で段ボールを作って、来年から出荷

ができるように市場とも契約をされております。 

収入のほうも、初めての新規就農者じゃろうかちゅうくらいで

すね、きちっとやっておられます。 

 

２番委員 

（松田時義君） 

 

 私も借人に初めて会ったんですけれども、非常に穏やかな人

で、そして、ものすごくフャイトマンです。 

 将来の水俣市の農業委員会を背負っていくような人じゃない

かなと思っております。 

とにかく頑張り屋で、農業に対する意欲が非常に強い方だと思

っております。 

  

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、御異議もないようですので、議第５３号「農用地利用

集積計画の申出について」の、新規設定の１番から３番および再

設定の２番から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 

 

御質疑、御異議もないようですので、議第５３号「農用地利用

集積計画の申出について」の新規設定の１番から３番および再設

定の２番から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、議第５３号「農用地利用集積計画の申出について」の再

設定の１番について審議します。 

なお、再設定の１番の貸人である松田委員は、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、松田委員の退場をお願いします。 

 

 (松田委員退場) 

６番委員 

 

 はい、議長。 

議 長 

 

６番、金田一委員、お願いします。 

６番委員 

 

「農用地利用集積計画の申出」再設定１番について御説明をさ

せていただきます。 

貸人、借人の住所氏名は、議案書の９ページの記載のとおりで、

申出の土地は、１２ページの地図をご覧ください。 

面積は、２，８５０㎡の一部の９００㎡。地目は、台帳現況と

もに畑です。 

始期終期は、令和３年９月１日から令和６年８月３１日までの

３年間。 

利用目的は野菜で、玉葱や高菜を作付ける予定だという事でし

た。 

利用権の種類は、使用貸借権で無償です。 

申請地は、ここから先は山林という場所にあります。 

是非、耕作を続けていただきたい場所でもあります。 

こちらも、農業経営基盤強化促進法第１８条３項の各要件を満

たしているものと考えられますので、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５３号「農用地利用

集積計画の申出について」の再設定の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５３号「農用地利用集積計画

の申出について」の再設定の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。 

松田委員の入場を認めます。 

 

 (松田委員入場) 

議 長 

 

 

全提出議案の審議が終わりましたので、これをもちまして、第

１４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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