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第１５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９月１０日 

  ９時３０分 

１０時１８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 

議第５４号  非農地証明書交付について 

議第５５号  現況農地認定について 

議第５６号  農地法第３条の許可申請について 

議第５７号  農地法第４条の許可申請について 

議第５８号  農地法第５条の許可申請について 

議第５９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（欠席） 

局 次 長  大川 尊 

主  任  山内 哲郎（欠席） 

参  事  松原 真樹 



議 長 

(坂本隆司君) 

只今より、第１５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。全員出席でございます。 

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、４番、山澤委員、５番、田畑委員にお願い

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１４番、元村委員にお願いします。 

 

１４番委員 

（元村善二君） 

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。 

以上です。 

 

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。１件でございます。 

令和３年７月９日の第１３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８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９月１日から令和１８年８月３１日までの１

５年間となっております。 

利用目的は、果樹となっております。借賃は記載のとおりで、

利用権の種類は賃借権となっております。 



場所は、２ページをご覧ください。 

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５４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。 

 

３番委員 

（森口信二君） 

 

はい、議長。 

議 長 ３番、森口委員にお願いします。 

 

３番委員 

 

 

おはようございます。 

議第５４号「非農地証明書交付、１番について」を説明いたし

ます。 

申請人、土地の所在は、議案書記載のとおり。 

地目は、台帳は田、現況は山林です。 

面積は１，６４０㎡。 

土地の現況の詳細は、年月日は不詳であるが、現況は山林とな

っており農地への復元は難しいということでございます。 

申請地は５ページに記載しております。 

９月６日に事務局２名、土地家屋調査士、森下委員と私で現地

調査を行いました。 

６ページに現況写真がありますように、杉林、雑木などがはび

こり、山林化しておりました。また、その土地に入るにも道路が

なく復旧は難しいと判断してまいりました。 

また、周辺も耕作放棄しておりましてなんら問題はないと思い

ます。 

また直近には住宅が２軒ありますが、日照の問題とかは問題な

いと思いました。 

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。 

 

 （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５４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 御異議もないようですので、議第５４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５５号「現況農地認定について」を議題といたします。 

ここは、農地として認定されましたら、後程「農地法第３条の

許可申請について」でも、御審議いただくことになっております。 

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５５号「現況農地認定について」を御説明いたします。 

申請人及び申請地の土地所在地は、議案書８ページの１番に記

載のとおりで、面積は１筆で３４７㎡。 

現地調査を９月６日に当申請地の譲受人を立会人とし、事務局

２名と私の４名で行いました。 

申請地は、９ページに記載のとおりです。 

申請地は、７月の農業委員会で３条の許可申請が受理された土

地に隣接し２月に非農地判定を行ったばかりの土地です。 

竹藪であったことから非農地判定を行ったわけですが、判定直

後から譲受人が重機を用いて藪を掃い、現在では１０ページの写

真の状態になっています。 

次の議第５６号において３条申請も出されていることから、農

地法第２条１項に抵触しないと推測されますので、再度、農地と

認定してもなんら問題はないと思われます。 

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５５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５５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５６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番委員 

 

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５６号「農地法第３条の許可申請１番と２番について」を

御説明いたします。 

まず１番から、譲渡人、譲受人及び申請地の土地所在地は、議

案書１２ページの１番に記載のとおりです。 

面積は１筆で２，７６３㎡。地目は台帳現況ともに畑。所有権

移転は贈与。利用目的は柑橘類。 

現地調査を９月６日に、申請地の譲受人と行政書士事務所の

方、事務局２名と私の５名で行いました。 

申請地は、１３ページに記載のとおりです。 

譲渡人は、相続後処分に困り、不動産屋に相談、その不動産屋

から相談を受けて今回の譲渡に至ったということでした。 

譲受人は専業農家で、耕作面積はすでに広いのですが、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い

ます。 

申請地は、譲受人の自宅から８００ｍ程で、現在はＡ分類の荒

廃地ですが「所有する重機で開いていきます。」と言う事でした。 

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します。 

次に２番、これは先程の議第５５号で、現況農地認定を御審議

いただいた場所です。 

譲渡人、譲受人及び、申請地の土地所在地は、議案書１２ペー

ジの２番に記載のとおりです。 

面積は一筆で３４７㎡。 

地目は、先ほど事務局が訂正したとおりでございます。 

所有権移転は売買、利用目的は柑橘類。 

現地調査を９月６日に、申請地の譲受人と事務局２名と私の４

名で行いました。 

地図は１４ページをご覧ください。 

譲受人は専業農家で、地域の遊休農地解消に尽力をされていま



す。 

申請地も、ヤダケや孟宗竹で埋め尽くされて荒廃していました

が、綺麗に取り払い、隣接する鉄道に竹が倒れ掛かるという心配

も無くしてくださいました。 

先日の大雨でも、申請地外への土の流失などもなく案外水はけ

の良い土地だということも分かっています。 

譲受人は専業農家で、耕作面積は１８，７０２㎡で自宅は申請

地のすぐ近所です。 

こちらも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 御意見もないようですので、議第５６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５６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５７号「農地法第４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番委員 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５７号「農地法第４条の許可申請の１番について」を御説

明いたします。 

申請人及び申請地の土地所在地は、議案書の１６ページの１番

に記載のとおりです。 

面積は１筆で２，１３８㎡です。 

地目は台帳畑、現況は雑草地。 

転用目的はドッグラン。 



市内から１０分以内の場所にあり、犬をペットとして飼ってい

る人は多いが、リードを外して自由に遊べる施設がないため、こ

の施設を設置したいとの事です。 

申請地は１７ページに記載のとおりです。 

申請地は宅地化が進む地区。三方向を宅地に囲まれた第２種農

地で、隣接する農地は他の人の土地です。 

申請地へは地図の右側の宅地から侵入はできず、左側の公民館

前から宅地内を抜けて、出入りするのみとなっています。 

申請人の説明によりますと、その土地は隣接する宅地を造成す

る以前から廃棄物が放置され、耕作地には適さず利用方法を模索

してきたという事でした。 

申請地の周辺の他の土地に変えることによって、事業の目的を

達することが出来るかどうかを検討しましたが、申請者の他の所

有地は既に樹園地として耕作しており、農地として適していない

この申請地以外にこの事業を行うことはできません。 

農地転用許可基準は満たしているものと考えます。 

御審議、宜しくお願いします。 

 

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。 

 

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 犬を飼う場合には、非常に苦情が多いわけです。 

広い面積で、たくさんの犬を放し飼いにされると思いますけれ

ども、まず、犬の騒音問題をどのように考えてらっしゃるのか。 

それと、私の家のそばでもトラブルがありますけれども、糞害

です。 

犬はあちこちにしますから、物凄い量です。 

その糞の始末などはどのようにされるのか、聞きたいと思いま

す。 

 

事務局 はい、議長。 

 

議 長 はい、事務局。 

 

事務局 事務局です。 



まず、１番目の犬の鳴き声等の騒音の件ですね、これに関しま

しては、申請の際にも申請者に対して質問そして懸念があるとお

伝えしております。申請人の方はですね、それも踏まえた上で、

周囲の隣家等にはですね説明をしていきたい、そしてもし騒音等

で苦情が出るようであればそこは、適切に対処したいとお話をさ

れておりました。 

２番目の糞等につきましては、これは利用者の方が責任をもっ

て回収して頂くと、通常の散歩等と同じような形での利用を考え

ているということです。 

 

１２番委員 

（前田 仁君） 

 

はい、議長。 

議 長 はい１２番、前田委員。 

 

１２番委員 

 

今、騒音とかお話がございまして、それに対して保健所の許可

とかいるんでしょうか。周りの同意書を付けなければならないと

かあるのかなと。この辺を確認したいと思いますが。 

 

事務局 はい、議長。 

 

議 長 はい、事務局。 

 

事務局 事務局です。 

すみません、保健所の許可等がいるのかについては申し訳あり

ませんが確認できておりません。 

県のほうの許可権者が県知事になりますので、県の方に騒音に

ついて確認をしておりますが、確認した所ですね、農業委員会が

確認するのは周囲の農地に影響があるのかないのかということ

で、騒音の問題については農業委員会で審議することではないと

いうお話をいただきました。 

私達も申請が出てきた時からですね、その辺の懸念については

ずっとお伝えしているところです。 

 

議 長 騒音に関しては、環境課になるんですかね。 

 

事務局次長 そうですね。 

周囲の苦情があれば、環境課での対応になるかと思います。 

 

４番委員 はい、議長。 



（山澤親徳君） 

 

議 長 はい、４番、山澤委員。 

 

４番委員 

 

この内容を見れば住宅の中に出来るようですね。フェンスと書

いてありますが、騒音防止のフェンスなのか。そこですよね。 

 

事務局 はい、議長。 

 

議 長 はい、事務局。 

 

事務局 フェンスはですね、騒音防止のフェンスじゃないんですよね、

ネットですね。 

網を細かい形ですると。 

 

４番委員 はい、議長。 

 

議 長 はい、４番、山澤委員。 

 

４番委員 

 

私が言ったのは、ホテルが出来て、そこを利用した人の声がう

るさくて何年か前に立退きした人がいました。 

犬を集めて遊ばせたら、かなり犬の鳴き声がするのでは。私は

そこが気になる。 

 

２番委員 

 

それと面積が物凄く広いですね。そこが気になりますね。 

議 長 現況としては、騒音とか環境課の許可を得なければならないと

なれば保健所の許可を得て、農業委員会に上げてくるのが順序だ

と思います。 

 

８番委員 

（中村清治君） 

 

はい、議長。 

議 長 はい、８番、中村委員。 

 

８番委員 

 

ドッグランというのは、地目的には何になるんですかね。 

 

事務局 はい、議長。 

 



議 長 はい、事務局。 

 

事務局 雑種地だと思いますね。 

 

８番委員 雑種地なら、農業委員会にかけなくても。 

 

事務局 今は、畑、農地ですね。 

 

８番委員 

 

わかりました。 

 

議 長 雑種地に変えてもいいが、変えた後に保健所とかの許可が下り

るかとなってくる。その先の問題は先か後かだけの問題であっ

て、そこらへんをどうしたらいいのかは、農業委員会で揉んでも

らったほうがいいのかなと思います。 

結局、騒音とか、糞害とか他の所の許可が入ってくるじゃない

ですか。 

許可を取ってあるのか確認ができない訳ですから農地を非農

地にしてやった時に、その後ドッグランが出来るかどうかは農業

委員会を離れた後になってきますね。 

その許可を取ってから農業委員会に上げてくるのか、農業委員

会から離れてから許可を取るのか、それの許可が必要なのかとい

うのも確認が取れてないところでしょ。 

 

事務局 できてないですね。 

 

４番委員 はい、議長。 

 

議 長 はい、４番、山澤委員。 

 

４番委員 

 

やっぱり、周辺の同意書がいると思いますよ。 

 

議 長 農地法で審議していかないといけないものですから、そこら辺

の所をどうするか。 

 

２番委員 はい、議長。 

 

議 長 はい、２番、松田委員。 

 

２番委員 

 

ものすごく面積が広いでしょ、ここは一番いい畑じゃないかと

思いますけど、金田一さんどうですか。 



６番委員 はい、議長。 

 

議 長 はい、６番、金田一委員。 

 

６番委員 

 

 

その場所自体はですね、カチカチな土地ですよね。 

廃棄物が出てくるっていうし。 

農地として使うのは可哀そうかなと思ったんですけど、周りに

ついて言えばあまり音が響かないように木を植えるというよう

なことをされるみたいですけど、ドッグランという問題が重要な

のかなと思います。 

周りは確かに宅地なので、声は必ず響く。 

 

議 長 結局、太陽光と一緒なんですよね、許可申請がですね。 

太陽光は、県の方が許可を下ろしてきて農地を変えていくわけ

ですけど、今回の場合も難しい判断かなと。 

 

１２番委員 はい、議長。 

 

議 長 はい、１２番、前田委員。 

 

１２番委員 一応、保留にして許可がいるのかどうなのかを確認してもらっ

てというのはできませんか。 

 

議 長 これは、決を取った方がいいのかな。 

 

事務局 そうですね、保留にするのか。 

 

議 長 なら、どうしますか。保留にしてよろしいですか。 

 

 （異議なしと言うものあり） 

 

議 長 貴重な御意見、ありがとうございました。 

議第５７号「農地法第４条の許可申請について」は、保留とさ

せていただきます。 

次に移ります。 

議第５８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。 

 １番から５番までお願いします。 

 



２番委員 

 

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 

 

議第５８号「農地法第５条の許可申請について」１番から５番

まで説明いたします。 

１番、譲渡人、譲受人、土地の所在は、議案書記載のとおりで

す。 

 地目は台帳畑、現況は雑種地となっていますけれども、現在、

太陽光発電の事務所ができております。これは始末書がでており

ます。 

 転用理由ですが、個人住宅建設です。 

昨年８月に婚姻し、現在はアパートに２人で居住しているが、

今後家族が増えることが想定されることから、と書いてあります

が産まれたそうです。借家では手狭となるため申請地に住宅を新

築するものです。 

第３種農地、所有権移転です。 

施設の概要は木造２階建。建築面積、事業面積、転用面積、資

金計画は、記載のとおりです。 

２番、譲渡人、譲受人、土地の所在は、議案書記載のとおりで

す。 

親子関係です。 

 地目は台帳田、現況は畑、面積は２筆合わせて４１５㎡です。 

 転用目的は、現在は団地暮らしであり家族が増え子供も成長し

てきたことにより、手狭になったため新築を計画するもの。 

 第３種農地、所有権移転です。 

 木造平屋建で、事業面積、転用面積、資金計画は、議案書記載

のとおりです。 

 ３番、譲渡人、譲受人、土地の所在は、議案書記載のとおりで

す。 

地目は台帳田、現況は畑。大きいゴーヤがなっていました。 

 面積は４６㎡、宅地拡張です。 

 申請地は、譲受人の居住敷地と隣接しており、買い受けた後は、

家庭菜園場として野菜を耕作し維持管理を行っていく。 

第３種農地、所有権移転です。 

 施設概要は、事業面積、転用面積、資金計画は、議案書記載の

とおりです。 

 ４番、譲渡人、譲受人、土地の所在は、議案書記載のとおりで

す。 

地目は台帳田、現況は畑。１７㎡です。 

 転用目的は宅地拡張で、申請地は譲受人の居住敷地と隣接して

おり、買い受けた後は、家庭菜園場として野菜を耕作し、維持管

理を行っていく。 

第３種農地、所有権移転です。 

 事業面積、土地代は、議案書記載のとおりです。 



 ２３ページを開けてください。 

 ９月６日に事務所から２名、行政書士、竹下委員、私、譲渡人

の親子で現地確認を行いました。 

 ２４ページは配置図を描いてあります。 

 次５番、２２ページです。 

 譲渡人、譲受人、土地の所在は、議案書記載のとおりです。 

 地目台帳現況共に田。面積は４０９㎡の内の２６７㎡です。 

 申請地は、環境も良く市内では住宅地として需要が多い場所

で、良い場所があれば市内に家を建てたいという人の希望に沿い

たいため宅地造成する。第３種農地、所有権移転です。 

 施設概要は、事業面積、転用面積、資金計画は、議案書記載の

とおり。 

 申請地は、３１ページに記載のとおり。 

 ９月６日、事務局２名、行政書士、譲受人、竹下委員、私の６

人で現地確認を行いました。 

 ここで気をつけなきゃいけないのが、そこの横に農業用水路が

通っています。譲受人には、農業用水路はきちんとしてください

とお願いしました。 

 この付近では、以前、農業用水路をめぐってトラブルがあった

もんですから、農業用水路の確保は必ずきちんとやってください

とお願いしました。 

 農業用水路があって、水神さんが祀ってあるわけです。神様が。

そちらも、しっかりしてくださいとお願いしました。 

 気を付けて宅地造成を行いますとの事でした。 

 １番から５番まで説明しましたけれども、現地調査、転用に係

る許可基準から、何ら問題はないと思われますので、御審議の程

宜しくお願いします。 

 それから、余分なことを言いますが、一つ気になることがあり

ます。 

３１ページです。 

 一中の前に国道２６８号線としてありますね、えっと思って調

べました。 

国道２６８号線は、宮﨑市の１０号線の赤谷交差点から、水俣

市の古城交差点まで１１４．３㎞となっておりました。いつから

こうなったかと思って、地図が間違いなのか、私が間違いなのか

調べていただきたいと思います。 

 

事務局 はい、議長。 

 

議 長 はい、事務局。 

 

事務局 間違いです。 

 

２番委員 

 

間違いだそうです。 

終わります。 



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５８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５８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５９号「農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。 

 

２番委員 

 

はい。 

議 長 

 

はい２番、松田委員にお願いします。 

 

２番委員 

 

議第５９号「農地利用集積計画の申出について」１番、新規で

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。面積は４筆合わせて１，３３５㎡で

す。 

始期終期は令和３年１０月１日から令和８年９月３０日まで。

期間は５年。利用目的はみかん。借賃は１０，０００円。 

利用権の種類は賃借権。 

借人は、無農薬農業栽培ということで、協力者の方がたくさん

いらっしゃいます。 

「大丈夫ですか」と聞いたら、「大丈夫、やっていけます」と

の事でした。 

平均従事日数も１５０日。耕運機、草刈り機、ハンマーナイフ

等も準備してらっしゃいます。 

現在、温州みかん１００本を植えましたとのことでした。約７

０㎝位で、草と同じくらいの高さでした。 

９月７日に現地確認に行ってきました。場所は３５ページで

す。 

借人は、やってみたいということですので、「もし良かったら

他にも耕作放棄地はありますので、頑張ってみませんか」と聞い

てみた所、「まずはここをやってみます」という事でした。 



農業経営基盤促進法にも触れませんので、本人の意欲も十分に

ありますので、宜しくお願いしたいと思います。 

以上です。 

 

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 

 

はい１３番、戸次委員。 

１３番委員 

 

この方は、新規就農者でしょうか。 

事務局 違います。 

 

１３番委員 

 

経営面積が全く無いし、下限面積等とかは、どのようにクリア

なされるんでしょうか。 

 

事務局 はい、議長。 

 

議 長 はい、事務局。 

 

事務局 事務局です。 

農地利用集積計画に関しましては、下限面積の制限はございま

せん。 

過去にもですね、認定しているケースもございます。 

 

議 長 ここは、甘夏の花を加工とかされております。私のハウスの前

を借りて、そこの花を採集されております。 

 

１４番委員 はい、議長。 

 

議 長 はい、１４番、元村委員。 

 

１４番員 

 

借人の実家はですね、選果場と加工所を持っております 

 

１３番委員 

 

じゃあ、全くやってなくて、これからという事じゃないんです

ね、経験者ではあるんですね。 

 

１４番員 

 

経験はあると思います。 

１３番委員 はい、わかりました。 



議 長 他にはございませんか。 

 

 （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５９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５９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。 

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１

５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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