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第１６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１０月８日 

  ９時３０分 

１０時２２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 

３番 森口 信二 君 

４番 山澤 親徳 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 １３名 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 

４ 欠席委員     

 農業委員  １名 ５番 田畑 和雄 君 

 

 

 推進委員  １名 １５番 平松 明子 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）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       

報告事項（３）許可不要転用について 

議第６０号  空き家に付属した農地の指定申請について 

議第６１号  農地法第３条の許可申請について 

議第６２号  農地法第４条の許可申請について 

議第６３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 

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１６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、欠席が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、６番、金田一委員、７番、稲田委員にお

願いします。 

なお、農地利用最適化推進委員は１３名で、欠席者は１５番、

平松委員です。 

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、私が読み上げます。 

 

１番委員 

（坂本隆司君） 

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めざします。 

 

議 長 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。 

４件ございます。 

平成２８年８月２日の第２７回農業委員会会議で承認され

ました、農用地利用集積計画に係るもので、それぞれの貸人の

土地につきまして、熊本県農業公社が転貸人となり、それぞれ

の転借人に貸し付けていましたが、５年間の契約期間が終期を

迎えましたので、改めて更新を行うものでございまして、令和

３年９月１５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１０月１日から令和８年９月３０日までの

５年間となっております。 

利用目的は、番号の１番から３番までが水田で、４番が樹園

地となっております。 



借賃は、記載のとおりで、利用権の種類は、賃借権となりま

す。 

なお、１番と３番については、物納となっております。 

場所は、１番が２ページ、２番が３ページ、３番が４ページ、 

４番が５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、６ページになります。 

１件でございます。 

 貸人、借人、土地の所在は、記載のとおりです。 

全部で４筆ございまして、面積は、４筆で１，６４７㎡でご

ざいます。 

地目は、台帳、現況とも田で、合意解約日は、令和３年８月

２６日で、解約の理由は、息子へ田の管理を任せるために合意

解約するものでございます。 

場所は、７ページをご覧ください。 

次に「報告事項（３）許可不要転用について」でございます。 

議案書は、８ページになります。 

２件ございます。 

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。 

面積は、１１７㎡です。 

転用理由につきましては、農業機械を納める所がないという

ことで、施設概要は、農業機械資材置き場、及び作業場となっ

ております。 

場所は、９ページをご覧ください。 

平面図と立面図は、１０ページに記載しておりますのでご参

照ください。 

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。 

面積は、１５，２９４㎡の内５７.０２㎡です。 

理由は、収穫物保管用の倉庫がないということで、施設概要

は、農業用倉庫となっております。 

 場所は、１１ページになります。 

平面図、立面図、断面図は、１２ページに記載しております

のでご参照ください。 

この農地は、中間管理機構が転貸人となって、新規就農者の

方に貸している農地でございます。 

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６０号「空き家に付属した農地の指定申請について」を

議題といたします。 

ここは、空き家に付属した農地として指定されましたら、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。 

 

７番委員 

（稲田祐市君） 

 

はい 議長。 

議 長 はい、７番、稲田委員にお願いします。 

 

７番委員 それでは、議第６０号「空き家に付属した農地の指定申請に

ついて」の１番について説明いたします。 

申請人、申請地の所在は、議案書１４ページの１番に記載し

たとおりです。 

面積は、１筆で３０４㎡となっております。  

農地の状況については、所有者は、以前から市外に転出し農

地の耕作管理もできず、今後も見込みもないという事で、空き

家バンクに登録されました。 

申請地及び、空き家バンク登録家屋の所在は、議案書の１５

ページをご覧ください。 

申請地は、登録空き家の隣となっております。 

現地調査を１０月４日に事務局２名と推進員の蒔元さんと

私、譲受予定である農地の管理を行っている管理の方と行い、

農地の利用状況を確認して参りました。 

申請地は、空き家バンク家屋の敷地内に隣接しており、周辺

に農地はなく、農地は、半分ほどが譲受予定者により耕作して

あり、残りは、桧と梅の木が数本植えてありまして少し荒れた

状態となっておりました。 

たまたま農地の管理をお願いしていた方が、空き家ごと購入

の意思があるということで、このまま放置するよりこの制度を

利用して、空き家と一体的に購入してもらった方が農地の活用

が図れると思われます。 

許可認定後は、家屋の方には、譲受人の息子さんが住まわれ

るとお聞きしております。 

従いまして、農地法第３条第２項第５号の規定による別段面

積として、水俣市空き家に付属した農地の別段面積取扱要綱第

４条の各号の要件を満たしており、指定することに何ら問題な

いと思われますので、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６０号「空き家に

付属した農地の指定申請について」は、空き家に付属した農地

として指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６０号「空き家に付属した

農地の指定申請について」は、農地法第３条第２項第５号の規

定による別段面積としての空き家に付属した農地として指定

することに決定いたします。 

次に移ります。 

議第６１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。 

 

７番委員 はい、議長。 

 

議 長 はい、７番、稲田委員にお願いします。 

 

７番委員 議第６１号「農地法第３条の許可申請」の１番について説明

いたします。 

本件は、先程、議第６０号で審議いたしました、空き家に付

属した農地であります。 

譲渡人、譲受人、土地の所在は、議案書１７ページの１番に

記載のとおりです。 

１筆で面積は、３０４㎡となっております。 

譲受人の状況につきましては、譲受人のお父さんと息子さん

の３人で、農業に従事されております。 

耕作面積は、自作地が０㎡となっておりますが、空き家に付

属した農地である為、１ａ未満から取得可能となっておりま

す。 

従いまして、下限面積につきましては、問題ございません。 

譲受人は、自営業を行いながら、休日等に農作業に従事され、

年間１５０日以上従事されております。 

申請地は、会議資料の１８ページをご覧ください。 

先程、御説明いたしました空き家バンクの申請地と隣接して

おります。 

現地調査を１０月４日に事務局と推進委員の蒔元さんと私、

譲受人と行い、周辺の農地の利用状況等を確認してまいりまし



たが、周辺は、宅地、駐車場、道路となっております。 

周辺の農地の農業上の効率的、且つ、総合的な利用の確保に

支障は生じないと考えられます。 

また、通作距離は、譲受人の自宅から対面側となっておりま

す。 

従いまして、農地法第３条第２項の各号には該当せず、許可

要件を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 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６１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６１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６２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。 

この４条は、先月の第１５回会議において審議しましたが、

各委員からの質問に十分な回答が得られなかったため、保留に

なっていた案件です。 

そこを踏まえて、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６２号「農地法第４条の許可申請」１番について御説明

いたします。 

この案件は、前回９月の会議で保留となったもので、現地の

確認は、既に済んでおります。 



申請人及び申請地の土地の所在地は、議案書２０ページの１

番に記載のとおりです。 

面積は、１筆で２，１３８㎡。 

地目は、台帳が畑、現況は、雑草地です。 

地図は、２１ページをご覧ください。 

転用目的は、ドッグラン。 

前回の会議で保留の要因となった犬の鳴き声等に関して、事

務局で調査を行っていただきました。 

まず、ドッグランの設置に係る申請の必要性について、水俣

保健所に尋ねたところ、申請の必要はないとの事でした。 

市の都市計画課でも、３，０００㎡未満の場合は、やはり申

請の必要はないとの事でした。 

騒音、悪臭の規制については、保健所からの回答は、規制な

どはなく、近隣住民からの苦情については、市、県で対応する

ことになるとの事、また狂犬病等の予防接種については、飼い

主の責任であり、ドッグラン設置者がその規制を行うかどうか

県からは、指導などはできないとの事でした。 

また、許可権者は、熊本県知事でありますので、熊本県の県

南広域本部農業普及振興課に農業委員会から設置者に対し、騒

音等につき、近隣住民からの同意書等を要求する必要があるか

どうか尋ねたところ、農業委員会から設置者に同意書まで求め

ることはできない旨、回答を受けました。 

以上の件に関し、設置者へは、トラブル等が発生した場合は、

責任をもって対応しますとの一筆を申請書に記載して頂きま

した。 

申請地は、周囲は宅地化が進み、近い将来宅地となる環境に

ある、言わば第２種農地であり、廃棄物等が埋設された生産性

が期待できない土地でもあります。 

申請者の他の土地は、すでに作付けされている農地でり、農

振農用地区で転用できない状態です。 

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。 

 

２番委員 

（松田時義君） 

 

はい。 

 

議 長 はい、２番、松田委員。 



２番委員 金田一委員の説明で大体の内容がわかりましたけれども、一

つ気になる点があります。 

転用となっておりますから、課税方法ですね。 

農地として課税するのか宅地として課税するのか、どうなっ

ているかわからないでしょうか。 

 

事務局次長 はい、議長。 

 

議 長 はい、事務局次長。 

 

事務局次長 事務局です。 

転用後の課税の状況につきましては、先程、委員がおっしゃ

られたように税務課の判断になりますので、こちらの方ではっ

きりと申し上げることはできません。 

 

議 長 他にございませんか。 

はい、１７番、竹下委員。 

 

１７番委員 

（竹下正治君） 

先程、犬の声の話が出ましたが、周りの家の人達から、設置

が済んだ後に苦情は、出ないんですかね。 

市内でも、飼い犬の鳴き声で迷惑されている方は、いると思

いますが、今後、苦情が出たときの対応等、申請人は、どうい

う考えでおられるんでしょうか。 

それは農業委員には関係ないんですかね。 

 

事務局次長 はい、議長。 

 

議 長 はい、事務局次長。 

 

事務局次長 事務局です。 

騒音の話は、前回も意見として出たところでございます。 

今後、騒音が無いとは言えません。 

もしかしたら騒音の苦情があるかもしれませんが、それに関

しましては、先程ありましたように、農業委員会が農地の転用

について考えた際に騒音については、考慮ができないという事

ですね。 

あと、騒音については皆さん、気になられているのかなと思

いますが、農地は、２か所に区切って、それぞれ予約をされる

ということで、基本的に二世帯のみが同時に使うような形にな

ると思うんで、多頭飼いしている方が連れて来ればですけど



も、基本的にそこまで大量の犬が来るようなことはないのかな

と思います。 

ただ、苦情に関しましては現状、無いとは、言い切れないか

なと思います。 

 

議 長 これは、農業委員会で許可を出して、その後に苦情があった

時には、その中での対策になってくるから、そこは別の問題に

なるのかなと。 

 

事務局 そうですね、農地法とは、別の問題ということになりますね。 

 

議 長 後は、保健所の問題になるということ。 

 

事務局 はい、保健所と市の環境課での対応になろうかと思います。 

 

議 長 他にございませんか。 

 

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 

 

農業委員会が何も権限がないのなら、申請する必要は、ある

のですか。 

そのまま雑種地で、個人で使って良いのではないですか。 

申請する必要は、あるのですか。 

 

議 長 農地を農地以外にするには、農地法で決まっているので、農

業委員会にかけないといけない。 

農地ですから雑種地に変えるのも農業委員会にかけないと

できない訳でしょ、農地法ですから。 

 

８番委員 

 

保健所も規制する権限はないということでしょ。 

現況は、雑種地でしょ。 

 

議 長 いや、農地です。 

それを雑種地に変える訳です。 

結局今、税金の方も言われたんですが、農地から外れるわけ

ですから、後は法務局でどうするのか、税務課でどうするのか、

農地から外れるということ。 



クヌギとか植えるのも農地から外れるわけですから、農業委

員会にかけなければいけない。 

ドングリもダメ。 

農地以外の事業をやるということですから、農地からは、外

れるわけで申請をしてるわけです。 

この許可が通ったら、農地から外れますので。 

また止めて農地にかえすこともできますので、作物を作れ

ば。 

農地にかえすのは簡単ですが、農地から他に変えるのは審議

しなければなりません。 

 

８番委員 建物を造ったりするのであれば、わかるんです。 

ただ、このフェンスを造るだけで、審議する必要があるのか

と思ったんです。 

 

１２番委員 

（前田仁君） 

 

はい、議長。 

 

議 長 はい、１２番委員。 

 

１２番委員 

 

例えば、農業委員会が許可するのは、ドッグランを作る目的

で転用するという事で、できなかったら勝手に家を建てていい

のかという問題は、どうなんでしょうか。 

 

議 長 何年か規制があるんですよね。 

 

事務局 例えば、ドッグランを止めてその後、宅地に転用とか、そう

いった所に関しては、ドッグランを設置するということで許可

を委員会が出した。 

その後に事業ができているのか、完了したのか、という報告

書を出していただく必要があります。 

申請書の図面通りに設置が済んで、事業ができる状態になっ

た場合に完了届を出してもらいますが、その時に事務局の方で

現地を見に行って、完了しているのを確認したらそこで、農地

が転用されるということになります。 

雑種地であれば雑種地、宅地なら宅地、その時点で農地から

外れますので、それ以降に宅地にするとか、他の目的で使うと

かといったところに関しましては、もはや農業委員会でどうこ

う言う事はできないということです。 

ここまで確認はしております。 



８番委員 はい、議長。 

 

議 長 はい、８番委員。 

 

８番委員 何年以上、ドッグランをやるとか何もないんですね。 

 

事務局 例えば、ドッグランを作ると申請して、ずっと完了が出ない

まま、何年も放置しているんであれば、転用はできないです。 

事業が完了したときに、初めて農地から外れるということに

なりますので、そのまま何もしなければ農地のままという感じ

ですね。 

 

６番委員 はい、議長。 

 

議 長 はい、６番、金田一委員。 

 

６番委員 現地は実際に、農地として使えないんですよ。 

土がやせている。 

そういう状況なもんですから、農業しなさいっていうのも酷

なのかな。 

今まで草刈りしかできなかったってわけですから、それを続

けなさいっていうのも酷なんじゃないかなという気はするん

ですけれども。 

 

議 長 計画書の中で、いつまでに完了するって入っているんでし

ょ。 

 

事務局 入っています。 

 

議 長 入っているから、それまで完了しなかった時には、審議をし

なければいけないわけですから、その辺は十分な対応をして完

了確認を。 

完了が済んでいない所は、ここで審議するようにしていかな

ければいけないのかなと思っております。 

 

事務局 転用に関しましては、事務局のほうで管理をしております。 

事業が完了しているのか、してないのか管理をしていますの

で、そこは事務局が対応したいと思います。 

確かに、事業期間を過ぎても終わっていない所もございま

す。 



そういった場合は、事業が終わってない理由を付けて、県の

方に報告するような形になっておりますのでご了承いただけ

ればと思います。 

 

議 長 今まで事務局だけでしたが、次から、担当の農業委員も一緒

に完了確認をしてもらった方が確実かなと思います。 

そしたら説明もできますので。 

御面倒ですが、我々は委員ですのでそこまでするのが仕事だ

と思っておりますので。 

 

事務局 わかりました。 

 

２番委員 はい、議長。 

 

議 長 はい、２番委員。 

 

２番委員 完了しなかったらですね、許可しないという事ができるわけ

でしょ、農業委員会の権限としては。 

 

事務局 そうですね。 

県知事の許可になるので、知事が取り消しをしないといけな

い。 

 

２７番委員 

（下鶴信雄君） 

 

はい、議長。 

 

議 長 はい、２７番、下鶴委員。 

 

２７番委員 

 

図面のほうには、事務所兼倉庫というのがありますが、資金

計画には、載っていませんがこれはどういうことでしょうか。 

 

事務局 これはすでに農業用の倉庫が建っておりまして、それを転用

してそのまま使われるというふうに話をきいております。 

 

２７番委員 ここは農業用の倉庫として、申請してあるわけですか。 

 

事務局 ここは、広さ的に許可不要転用の部分になります。 

 

議 長 他にございませんか。 

 



４番委員 

（山澤親徳君） 

 

はい、議長。 

 

議 長 はい、４番、山澤委員。 

４番委員 

 

農地として扱えない土地で、市内で１件、問題があるんです

が、農地を買い上げて、事業をすると。 

しかし、続かなくて、他の業者に代わって、いろいろ問題が

ある。 

そういう事があるもんですから真剣にやらないといけない

と思います。 

 

議 長  他にございませんか。 

御質疑、御意見もないようですので、議第６２号「農地法第

４条の許可申請について」は、本会の意見として、許可相当と

判断し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６２号「農地法第４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、本会の意見として許可相当と決定いたします。 

この後、完了確認をするようにお願いします。 

 

事務局 わかりました。 

 

議 長 次に移ります。 

議第６３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番について、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 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。 

「農用地利用集積計画の申出について」、新規１番について

説明いたします。 

借人、貸人、土地の所在は、議案書２４ページの番号１番の

とおりです。 

２筆あります。 



地目は、台帳、現況共に畑です。 

面積は、６９０㎡と１，１８７㎡で合計１，８７７㎡です。 

始期終期につきましては、令和３年１１月１日から令和１３ 

年１０月３１日まで、期間は、１０年です。 

利用目的は、野菜。 

賃借は、１０ａあたり５，５００円。 

利用権の種類は賃借権です。 

 経営面積は、自作地が２，６６０㎡、借入地が３，９６４㎡

です。 

 申請地は、２６ページをご覧ください。 

 借人の方は、米栽培と玉葱を栽培されております。 

申請地も玉葱栽培をされるそうでございます。 

従来から耕作されていましたが、再設定の申請手続きの遅れ

により、農地利用集積計画の新規になっております。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件は、満たし

ていると考えております。 

御審議の程、よろしくお願いします。 

 

議 長 次に、新規設定の２番から４番は、私の担当ですので私から

説明いたします。 

 

１番委員 「農用地利用集積計画の申出について」の２番から４番まで

説明をいたします。 

２番から４番までは、借人は一緒です。 

２番、貸人と借人、土地の所在は、記載のとおりでございま

す。 

台帳、現況共畑でございます。 

面積は、１，０９４㎡。 

始期終期が令和３年１１月１日から令和８年１０月３１日

までの期間５年。 

利用目的は野菜。 

貸賃は無償。 

利用権の種類は、使用貸借権でございます。 

３番も貸人と借人、土地の所在は、記載のとおりでございま

す。 

地目は台帳、現況共畑でございます。 

面積は、１，４３５㎡。 

始期終期が令和３年１１月１日から令和８年１０月３１日

までの期間５年。 

利用目的は、野菜。 

貸賃は無償。 

使用貸借権でございます。 

４番も貸人と借人、土地の所在は、記載のとおりでございま

す。 

台帳、現況共畑でございます。 



面積は、４５３㎡。 

始期終期が令和３年１１月１日から令和８年１０月３１日

までの期間５年。 

利用目的は、野菜。 

貸賃は、一筆１０，０００円でございます。 

利用権は、賃借権でございます。 

２番、３番、４番の場所は、２７ページをご覧ください。 

借人の方は、今年の６月から補助金を貰って新規就農でござ

います。 

現在、作物は何も作っておりませんけど、今月から、そら豆

を三反くらい、植え付けから仕事が始まるところでございま

す。 

借人の方は、四国でレタス農家、千葉でローソンファームと

大型農業に努めておられて、新規就農といっても経験がある人

でございます。 

２番、３番の農地は、荒地ですけれども、機械を入れて造成

していかないと畑に還らないような状況になっておりますけ

ども、土地が無いのできちんと手入れをしていきたいと言って

おります。 

２番の貸人の方も自分で管理ができないと困っておられた

ところで、都合が良かったわけです。 

４番は、相続になって自分で探しているところでございまし

た。 

よって、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。 

 

議 長 次を９番、廣島委員にお願いします。 

 

９番委員 

（廣島康雄君） 

農用地利用集積計画の申出について説明させていただきま

す。 

議案書は、２５ページでございます。 

利用権の再設定でございまして、貸人、借人、土地の所在は、

議案書のとおりです。 

台帳、現況共畑でございます。 

面積は、１，０４２㎡で、始期終期は、令和３年１１月１日

から令和６年１０月３１日の３年間でございます。 

利用目的は、玉葱栽培。 

借賃は１ａあたり１２，０００円。 

利用権の種類は、賃貸借です。 

借人の方は、元農地利用最適化推進委員でございまして、現

在、奥さんと２人で約１ｈａ耕作されております。 

貸人の方からも、是非お願いしますと言われているそうでご

ざいまして、３年毎に再設定を出しておられます。 

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

い致します。 

 

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６３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６３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１６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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