熊本市農業委員会総会議事録
日時

平成２７年８月７日（金）午後３時００分

場所

熊本市中央区手取本町１番１号

熊本市役所１４Ｆホール

出席委員４３名
1番

福田 誠也

3 番 牧野

正治

4番

上妻

孝市

5番

藪田

英明

6番

西冨 大二郎

7番

網田

稔

8番

梅田

義弘

9番

西川

10 番

三原

勉

11 番

山田

明文

12 番

木下 三智也

13 番

緒方

一臣

14 番

山口

謙藏

15 番

松原

信博

16 番

嶋村

鎭雄

17 番

藤本

照義

18 番

志柿

茂喜

19 番

村上

智弘

21 番

森

日出輝

22 番

園川

良二

24 番

坂口

信行

25 番

清崎

勝矢

26 番

上田

定信

27 番

馬原

清隆

29 番

杉本

清和

30 番

福原

幸一

31 番

牧坂

邦夫

32 番

林田

智博

33 番

髙群

藤雄

34 番

谷口

憲治

36 番

梅田

誠也

37 番

角居

登

38 番

田上

正富

39 番

橋本

春利

40 番

村上

正春

41 番

南

順二

44 番

中川

宣長

45 番

山下

知文

46 番

赤木

英雄

47 番

米村

昌昭

48 番

山田

博幸

49 番

一木

文雄

50 番

橋本

義則

秀文

欠席委員 6 名
2番
28 番

津田 征士郎

20 番

園田

操

23 番

竹原

孝昭

桝永

35 番

北口

和皇

43 番

田上

辰也

築

午後３時００分

開会

事務局

それでは、定刻になりましたので、ただいまから熊本市農業委員会
総会を開会いたします。
本日の農業委員会総会の出席は、農業委員総数４９名中４３名でご
ざいますので、農業委員会等に関する法律第２１条第３項の規定に基
づき、総会が成立しております。
それでは、会長に挨拶をお願いいたします。

会

長

皆さん、こんにちは。
大変皆さんお忙しい中に、きょうは総会にご出席いただきまして、
ありがとうございます。
本日の総会は、農地法に基づく許可申請や農業経営基盤強化促進法
に基づく農用地利用集積計画等の審議が主なものとなります。本日の
－1－

審議がスムーズにいきますように、皆様のご協力をよろしくお願いい
たします。
事務局

総会は、熊本市農業委員会総会会議規則第４条に基づき、会長が議
長になり、議事の進行を行うことになっております。
それでは、会長、よろしくお願いいたします。

議

長

それでは、議事に入りますが、会議に入るに当たり、総会次第３の
議事録署名者及び総会書記を指名いたします。
本日の議事録署名者には９番の西川秀文委員と１０番の三原勉委員
を、書記に事務局の岩上泰夫主任主事を指名いたします。よろしくお
願いします。
本日の議事は、第１号議案、農地法第３条の規定に基づく許可申請
（会許可分）から、第８号議案、引き続き農業経営を行っている旨の
証明願まで８件でございます。
それでは、議事に入ります前に、議案の訂正がありますので、事務
局より説明をお願いいたします。

事務局

すみません、事務局岩永です。訂正箇所がありますので、よろしく
お願いいたします。
まず、１枚開いていただきまして、目次からになりますけれども、
目次のほうの第４号議案、農地法第５条の規定に基づく許可申請、現
在３５件と表記しておりますところを２件取り下げがあっております
ので、３３件と訂正方お願いします。農地法第５条の規定に基づく許
可申請３５件を３３と訂正をお願いします。これに伴いまして合計数、
一番下のところに９４件と表記しておりますところを９２件と訂正方
をお願いいたします。よろしいでしょうか。
続いて、ページ９ページになります。ページ９ページの６番ですけ
れども、こちら、土地の表示に関しまして、
「東区砂土原３丁目４１４
－２」と今表記しておりますところを「４１４－３」と訂正方お願い
します。
「４１２－２」と表記しておりますところを「４１４－３」と
訂正をお願いします。
あわせまして、その面積ですけれども、今「２０．９４㎡」と表記
しておりますところを「．９４㎡」の削除をお願いします。つまりこ
ちらは「２０㎡」ということになります。
「２０．９４㎡」を「２０㎡」
と訂正をお願いします。
あわせまして、同じ行ですけれども、こちらの土地区分、
「３種農地」
と表記しておりますところ、こちらは「２種農地」と。
「３種」のほう
を「２種農地」と訂正方お願いいたします。
続きまして 10 ページ、１枚開いていただきまして１０ページになり
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ますけれども、１５番、北野様の件ですけれども、こちらは土地の区
分、今「２種農地」と表記しておりますところを「３種農地」と訂正
方お願いします。「２種」を「３種」と。
続きまして、ページ１３ページになります。ページ１３ページの２
８番、こちらの譲受人なんですけれども、こちらは熊本市農業協同組
合の下が空欄になっております。こちらのほうに括弧書きで「（代）
」
と表記をいただきまして、あと「宮本隆幸」様と追記をお願いいたし
ます。
同じくこちらの中で、土地の区分ですけれども、今「３種農地」と
表記しておりますところ、こちらを「甲種農地」と、
「３」のほうを訂
正いただきまして「甲」と訂正方をお願いいたします。
同じくその下段、２９番、３０番ですけれども、こちらについては
取り下げになっておりますので、削除をお願いいたします。２９、３
０は取り下げになっております。
大分ページが飛びますけれども、次は２６ページの第７号議案の土
地改良法第３条による資格証明願ですけれども、こちらの参加資格者、
杉本様外「８１名」と今表記してありますけれども、こちらを「８０
名」と訂正お願いいたします。
それと、先ほどちょっと役員の皆さんの中ではお伝えしていなかっ
たので、１つ追加で訂正をお願いします。報告事項の欄で、間に黄色
い用紙が挟まっているかもしれませんですけれども、そちらの中で、
どうしても重要な報告事項の案件の中で１件だけ削除をお願いいたし
ます。１７ページになります。非農地証明願、黄色い用紙をまたいだ
後の報告事項の部分ですけれども、１７ページのですね、１番、北野
様、こちらについては取り下げになっておりますので、こちらについ
ては削除をお願いいたします。
以上です。すみません、よろしくお願いします。
議

長

それでは、第１号議案、農地法第３条の規定に基づく許可申請、２
３件でございます。地元委員の報告に当たりましては、農地法第３条
２項の判断基準により、地区委員会での協議状況の報告をお願いいた
します。
それでは、１番、よろしくお願いします。

３６番

梅田誠也委員
３６番委員、梅田です。
１番につきまして、先日の地区委員会での協議状況をご報告いたし
ます。
１番の譲受人は熊本市にお住まいの兼業農家で、経営拡張のため農
地を取得する申請です。申請地につきましては、許可後、麦、大豆、
－3－

露地野菜を作付されます。
以上、１番につきまして先日の地区委員会で協議したところ、農地
法第３条第２項各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であ
るとの協議結果でございました。
ご審議方、よろしくお願いいたします。
議

長

ただいま、１番について地元委員より報告がございましたが、この
件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、２番。

３９番

橋本春利委員
３９番委員、橋本です。
２番から６番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたし
ます。
２番は経営拡張のための所有権移転の申請です。譲受人は水稲、露
地野菜を栽培されている専業農家で、申請地にはキャベツを作付され
る計画です。
３番は弟へ贈与される所有権移転の申請です。譲受人は水稲、露地
野菜、果樹を栽培されている兼業農家で、申請地にはタマネギを栽培
される計画です。
４番から６番は関連で、経営拡張による所有権移転の申請です。譲
受人は水稲、施設野菜、露地野菜を栽培されている専業農家で、申請
地にはブロッコリーを作付される計画です。
以上５件について協議検討した結果、いずれも農地法第３条第２項
各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であるとの協議結果
でした。
ご審議方、よろしくお願いいたします。

議

長

ただいま、２番から６番まで地元委員より報告がございましたが、
この件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、７番。
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４１番

南順二委員
４１番、南です。
７番につきまして、さきの地区委員会での協議状況をご報告いたし
ます。
７番は年金受給継続のため、同居の後継者へ使用貸借の設定をされ
る申請です。申請人の世帯はみかんをつくられている兼業農家で、許
可後もみかんをつくられる予定です。
以上１件、さきの地区委員会で協議した結果、いずれの申請も農地
法第３条第２項各号の不許可要件には該当しておらず、申請は妥当だ
と判断いたしました。
ご審議方よろしくお願いいたします。

議

長

ただいま、７番について地元委員より報告がございましたが、この
件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、８番。

４７番

米村昌昭委員
４７番委員、米村です。
８番から１０番まで、南部・飽田の地域でございます。
８番は、遺贈による所有権移転のための申請です。譲受人は兼農で、
義母から９筆７，３８４㎡を遺言書により遺贈されました。遺言の効
力や遺言執行者については裁判所より検認・審判を得ておられます。
許可後は米を作付される予定です。
９番は、子への使用貸借権設定の申請です。借り人は、親と共同し
て米を作付されており、許可後は米をつくられる予定です。
１０番は、農業者年金受給に関連し、後継者へ経営移譲のための使
用貸借権設定の申請です。借り人は、米、トマトを作付されており、
許可後は米、トマトをつくられる予定です。
以上３件について、地区委員会において検討した結果、取得後にお
ける効率的利用、農業作業の常時従事、地域との調和など、農地法第
３条第２項の各号の不許可要件に該当しないことを協議しました。
ご審議方よろしくお願いいたします。

議

長

ただいま８番から１０番まで、
地元委員より報告がございましたが、
この件について何か意見ございませんか。
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一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、１１番。

３２番

林田智博委員
３２番委員、林田です。
１１番から１３番につきまして、地区委員会での協議状況を報告い
たします。
１１番は、経営拡張のため所有権移転の申請です。譲受人は米をつ
くられており、許可後も米をつくられる予定です。
１２番と１３番は関連で、経営拡張のため、１２番は所有権移転、
１３番は賃貸借権設定での申請です。申請人は米とタマネギをつくら
れており、許可後も同じく米とタマネギをつくられる予定です。
以上３件、地区委員会で検討した結果、農地法第３条第２項各号の
不許可要件に該当しないことを協議しました。
ご審議方よろしくお願いいたします。

議

長

ただいま、１１番から１３番について地元委員より報告がございま
したが、この件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、１４番。

２５番

清崎勝矢委員
２５番委員、清崎です。
富合地区委員会での協議状況を報告いたします。
１４番は、経営移譲再設定のための使用貸借権設定の申請です。申
請人は農家で、主に米を作付されており、許可後は米をつくられる予
定です。
１５番は、経営移譲のための使用貸借権設定の申請です。申請人は
兼業農家で、主に米を作付されており、許可後は米をつくられる予定
です。
以上２件について先日の地区委員会で検討した結果、農地法第３条
第２項各号の不許可要件に該当しないことを協議しました。
ご審議方よろしくお願いいたします。

議

長

ただいま、１４番から１５番について地元委員より報告がございま
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したが、この件について何かご意見ございませんか。
一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、１６番。

１４番

山口謙藏委員
１４番委員、山口です。
１６番から１８番につきまして、地区委員会での協議状況を報告し
ます。
１６番は、後継者へ経営移譲のための使用貸借権の申請です。借り
人は、米と施設園芸をされている兼業農家で、許可後は米をつくられ
る予定です。
１７番は、１４番との関連で、後継者へ経営移譲の再設定のための
使用貸借権設定の申請です。借り人は、米、麦を作付されており、許
可後は米、麦をつくられる予定です。
１８番は、経営拡張のための所有権移転の申請です。譲受人は米、
麦、大豆を作付されており、許可後は大豆をつくられる予定です。
以上３件、先日の地区委員会において検討した結果、取得後におけ
る効率利用の農作業への常時従事、地域との調和など、農地法第３条
第２項各号の不許可要件に該当しないことを協議しました。
ご審議方よろしくお願いいたします。

議

長

ただいま、１６番から１８番について地元委員より報告がございま
した。この件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、１９番。

４０番

村上正春委員
４０番委員。
１９番について、地区委員会での検討状況を報告します。
１９番は、２１人の共有名義のうち１９人分を共有者の中の１人に
贈与される申請です。譲受人は水稲を主に栽培されて、許可後は露地
野菜を栽培される予定です。
以上、先日の地区委員会で検討した結果、農地法第３条第２項各号
の不許可要件に該当しないと確認しました。
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ご審議方よろしくお願いします。
議

長

ただいま、１９番について地元委員よりご報告がございましたが、
この件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、２０番。

３４番

谷口憲治委員
３４番委員。
２０番から２３番について、地区委員会での協議状況を報告いたし
ます。
２０番は、農業者年金受給のため後継者への経営移譲による再設定
です。許可後は施設野菜を作付される予定です。
２１番と２２番は関連で、独立就農のための賃貸借及び使用貸借に
よる権利設定申請です。許可後は果樹を作付される予定です。先日の
地区委員会に出席いただき、事業計画等を聞き取りいたしました。営
農計画等については何ら問題がないことを確認いたしております。
２３番は、遠隔地在住により耕作管理が困難なことから、いとこへ
の贈与申請です。許可後は緑肥を作付される予定です。
以上４件、地区委員会で検討した結果、農地法第３条第２項各号の
不許可要件に該当しないことを協議確認いたしております。ご審議方
よろしくお願いいたします。

議

長

ただいま、地元委員より２０番から２３番についてご報告がござい
ましたが、この件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、第２号議案、競売買受適格証明願（耕作目的：会許可
分）、１件でございます。
地元委員の報告につきましては、農地法第３条の許可基準に基づき、
地区委員会での協議状況のご報告をお願いいたします。
それでは、１番、お願いします。

２５番

清崎勝矢委員
２５番委員、清崎です。
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１番は、耕作目的による買受適格証明願です。願出人は、平成２６
年１０月より農業生産法人として活動しておりますが、今年度の活動
報告書は提出されておらず、農業収入が主になっているか等の確認が
とれないため、審議不十分により継続審議となりました。
ご審議方よろしくお願いいたします。
議

長

ただいま、１番について地元委員よりご報告がございましたが、こ
の件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

ご報告のとおり継続審議といたします。
続きまして、第３号議案、農地法第４条の規定に基づく許可申請で
ございます。５件でございます。地元委員の報告に当たりましては、
転用許可基準に照らし、地区委員会での協議状況の報告をお願いいた
します。
それでは、１番、お願いします。

３６番

梅田誠也委員
３６番委員、梅田です。
１番と２番につきまして、地区委員会での協議状況をご報告いたし
ます。
１番は、共同住宅への転用申請です。農地区分は 10ｈａ未満の広が
りのない生産性の低い第２種農地と判断されます。集落内開発制度指
定区域です。土地利用計画は共同住宅３棟の建築と、車両進入路を整
備し利用される計画で、転用面積としては適正なものと判断いたしま
した。資金計画、給排水計画、隣接同意、被害防除については問題あ
りません。工事完了は平成２８年３月２５日までで、許可後は速やか
に目的どおり転用されることを確認しております。開発許可につきま
しても、同時に手続中であることを確認しております。
続きまして、２番は資材置場及び車両置場への一時転用申請です。
農地区分は１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い第２種農地と判
断されます。土地利用計画は、１番で申請のあった共同住宅建築のた
めの土木建築資材、重機等１２台の車両置場として整備し利用される
計画で、転用面積としては適正なものと判断いたしました。資金計画、
給排水計画、隣接同意、被害防除については問題ありません。工事完
了は平成２７年９月１０日までで、許可後は速やかに目的どおり転用
されることを確認しております。一時転用期間は許可日から１年間の
予定で、期間終了後は速やかに農地に復元していただくことを確認し
ております。
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以上、１番と２番につきまして、先日の地区委員会で現地調査を行
い検討したところ、立地基準の面、一般基準の面、ともに転用許可基
準を満たしているとの協議結果でございました。
ご審議方よろしくお願いいたします。
議

長

ただいま、１番から２番について地元委員より報告がございました
が、この件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可相当として農業会議へ諮問
することといたします。
続きまして、３番。

３７番

角居登委員
３７番委員。
３番について、地区委員会での協議状況をご報告いたします。
３番は、貸し資材置場のための転用許可申請です。申請地隣の建設
会社から要望があり、貸し資材置場を計画いたしました。農地区分は
１０ｈａ以上の広がりのある農地で、１種農地と判断されます。１種
農地は原則不許可ですが、集落に接続して設置されるもので、不許可
の例外規定に該当するものと判断しました。土地利用計画は建設機械
や山砂置場等で、妥当な面積と思われます。隣接農地はなく資金計画、
排水計画、被害防除とも問題ありません。工事計画は平成２７年１２
月１日から１２月３０日までの約１カ月の予定で、許可後、速やかに
申請に係る目的どおり施工されるものと考えます。先日の地区委員会
で現地調査確認を行い、立地基準の面並びに立地条件、転用の確実性、
周辺農地への影響などの一般基準の面から検討しましたところ、転用
許可基準を満たすものと協議しました。
ご審議方よろしくお願いいたします。

議

長

ただいま、３番について地元委員より報告がございましたが、この
件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可相当として農業会議へ諮問
することといたします。
続きまして、４番。
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４０番

村上正春委員
４０番委員。
４番、５番について、地区委員会での協議内容を報告します。
４番は、申請人が宅地拡張として使用するための転用申請です。申
請地は１０ｈａ以上の広がりのある農地で、第１種農地と判断されま
す。第１種農地は原則不許可ですが、既存施設の２分の１以下の申請
であり、不許可の例外規定に該当すると判断されます。道路の収用事
業で宅地の一部が改修され、残地に建てかえされますが、隣接地であ
る申請地を宅地の一部として拡張される計画です。隣接する農地の同
意、その他必要書類は添付されております。
５番は、宅地への転用申請です。申請地は 10ｈａ未満の小集団の農
地で、第２種農地と判断されます。申請地は申請人の父親が昭和４４
年ごろ自宅を既に建設しており、許可を得ていなかったことのために、
その経緯を上申書として添付しております。隣接する農地の同意、そ
の他の必要書類は添付されております。
以上２件、さきの地区委員会において現地調査を行い、協議、検討
の結果、転用許可基準は満たされると判断されます。
ご審議方よろしくお願いいたします。

議

長

ただいま、４番、５番について地元委員より報告がございましたが、
この件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可相当として農業会議へ諮問
することといたします。
続きまして、第４号議案、農地法第５条の規定に基づく許可申請３
３件でございます。
地元委員の報告に当たりましては、転用許可基準に照らし、地区委
員会での協議状況の報告をお願いいたします。
それでは、１番、お願いします。

１６番

嶋村智鎭雄委員
１６番委員です。
１番から５番につきまして、先日の地区委員会での協議状況をご報
告いたします。
１番から５番までは関連で、不動産の売買等を営む株式会社ジョイ
ントが農地を取得して、建て売り住宅へ転用する申請です。農地区分
は１０ｈａ以上の広がりのある区域内にある第１種農地と判断されま
すが、集落に接続して設置されるものであることから、不許可の例外
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に該当するものと判断いたしました。集落内開発制度の指定区域です。
土地利用計画は建て売り住宅１２棟の建築と公園及び新設道路を整備
し利用される計画で、転用面積としては適正なものと判断をいたしま
した。資金計画、給排水計画、隣接同意、被害防除について問題はあ
りません。工事完了は平成２９年１２月２８日までで、許可後は速や
かに目的どおり転用されることを確認しております。開発許可につき
ましても、同時に手続中であることを確認しております。
以上１番から５番まで、先日の地区委員会で現地調査を行い、検討
したところ、立地基準の面、一般基準の面ともに転用許可基準を満た
しているとの協議結果でございました。
ご審議方よろしくお願いします。
議

長

ただいま、１番から５番について地元委員より報告がございました
が、この件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可相当として農業会議へ諮問
することといたします。
続きまして、６番。

６番

西冨大二郎委員
６番委員、西冨です。
６番につきまして、先日の地区委員会での協議状況をご報告いたし
ます。
譲受人は沼山津４丁目にお住まいの親子で、農地を取得し、道路に
転用する申請です。農地区分は１０ｈａ未満の広がりのない生産性の
低い第２種農地と判断されます。土地利用計画は熊本市道の付けかえ
先の隅切り部として整備される計画で、転用面積としては適正なもの
と判断いたしました。資金計画、給排水計画、隣接同意、被害防除に
ついては問題ありません。工事完了は平成２７年８月３１日までで、
許可後は速やかに目的どおり転用されることを確認しております。
以上６番につきまして、先日の地区委員会で現地調査を行い、検討
したところ、立地基準の面、一般基準の面ともに、転用許可基準を満
満たしているとの協議結果でございました。
ご審議方よろしくお願いします。

議

長

ただいま、６番について地元委員より報告がございましたが、この
件について何かご意見ございませんか。
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一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可相当として農業会議へ諮問
することといたします。
続きまして、７番。

３６番

梅田誠也委員
３６番委員、梅田です。
７番につきまして、地区委員会での協議状況をご報告いたします。
７番の譲受人は、宅地建物取引業等を営む株式会社ルミナスホーム
で、農地を取得し、建て売り住宅へ転用する申請です。農地区分は１
０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い第２種農地と判断されます。
集落内開発制度指定区域です。土地利用計画は、建て売り住宅４棟の
建築を計画されており、転用面積としては適正なものと判断いたしま
した。資金計画、給排水計画、隣接同意、被害防除については問題あ
りません。開発許可につきましても同時に手続中であることを確認し
ております。工事完了は平成２８年９月末までで、許可後は目的どお
り速やかに転用されることを確認しております。
以上７番につきまして、先日の地区委員会で現地調査を行い検討し
たところ、立地基準の面、一般基準の面ともに、転用許可基準を満た
しているとの協議結果でございました。
ご審議方よろしくお願いいたします。

議

長

ただいま、７番について地元委員より報告がございましたが、この
件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可相当として農業会議へ諮問
することといたします。
続きまして、８番。

３９番

橋本春利委員
３９番委員、橋本です。
８番から１３番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いた
します。
８番、９番は関連で、建て売り住宅建築のための所有権移転の申請
です。申請人は法人で、申請地の周囲には教育施設、医療施設があり、
また、周囲も宅地化が進んでおり、建て売り住宅の需要が望まれるた
め計画されました。申請地は集落内開発制度指定区域に位置し、農地
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区分は沿道に公共の上下水道が埋設され、近隣５００ｍ以内には教育
施設、医療施設が複数あることから、第３種農地と判断されます。土
地利用計画は、転用面積４９５㎡に建て売り住宅２棟の建築で、適正
な面積と判断されます。資金計画、排水計画、隣接同意、被害防除と
も問題ありません。工事期間は、平成２７年９月１０日から平成２８
年１０月３１日までを予定されております。また、開発許可が必要と
なりますが、手続中であることを確認しております。
１０番も建て売り住宅建築のための所有権移転の申請です。申請人
は法人で、申請地付近はベッドタウンとして発展しており、需要を考
え、建て売り住宅を計画されました。申請地は集落内開発制度指定区
域に位置し、農地区分は１０ｈａ未満の小集団の農地で、生産性の低
い第２種農地と判断されます。土地利用計画は事業面積１，１２９．
０７㎡で、転用面積９９１㎡に建て売り住宅４棟の建築で、適正な面
積と判断されます。資金計画、排水計画、隣接同意、被害防除とも問
題ありません。工事期間は許可日から平成２８年３月３１日までを予
定されております。また、開発許可も必要になりますが、手続中であ
ることを確認しております。
１１番は、個人住宅建築のための所有権移転の申請です。申請人は
現在借家に住んでいますが、部屋が手狭になり、また今後よりよい生
活環境を築くために住宅の建築を計画されました。申請地は集落内開
発制度指定区域に位置し、農地区分は１０ｈａ未満の小集団の農地で、
生産性の低い第２種農地と判断されます。土地利用計画は転用面積３
１２㎡に個人住宅１棟の建築及び公衆用道路の設定で、適正な面積と
判断されます。資金計画、排水計画、隣接同意、被害防除とも問題あ
りません。工事期間は平成２７年９月１０日から平成２８年８月３１
日までを予定されております。また、開発許可も必要となりますが、
手続中であることを確認しております。
１２番も個人住宅建築のための所有権移転の申請です。申請人はこ
れまで住んでいたアパートが、子供たちも大きくなり手狭となったた
め、住宅の建築を計画されました。申請地は集落内開発制度指定区域
に位置し、農地区分は１０ｈａ未満の小集団の農地で、生産性の低い
第２種農地と判断されます。土地利用計画は転用面積３３３㎡に個人
住宅１棟の建築で、適正な面積と判断されます。資金計画、排水計画、
隣接同意、被害防除とも問題ありません。工事期間は平成２７年９月
１０日から平成２８年５月３１日までを予定されております。また、
開発許可も必要となりますが、手続中であることを確認しております。
１３番も個人住宅建築のための所有権移転の申請です。申請人は現
在借家に住んでいますが、部屋が手狭になり、また今後よりよい生活
環境を築くために住宅の建築を計画されました。申請地は集落内開発
制度指定区域に位置し、農地区分は１０ｈａ以上の広がりのある一団
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の農地で、第１種農地と判断されます。第１種農地は原則不許可です
が、今回の申請は不許可の例外規定の集落に接続して建築される５０
０㎡以下の個人住宅に該当するものと判断しました。土地利用計画は
転用面積２６３．４１㎡に個人住宅１棟の建築及び公衆用道路の設定
で、適正な面積と判断されます。資金計画、排水計画、隣接同意、被
害防除とも問題ありません。工事期間は平成２７年９月１０日から平
成２８年８月３１日までを予定されております。また、開発許可も必
要となりますが、手続中であることを確認しております。
以上６件、さきの地区委員会で現地調査を行い、立地基準の面、一
般基準の面を検討した結果、いずれも許可基準を満たしており、今回
の申請は妥当なものと協議しました。ご審議方、よろしくお願いいた
します。
議

長

ただいま、８番から１３番について地元委員より報告がございまし
たが、この件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可相当として農業会議へ諮問
することといたします。
続きまして、１４番。

４１番

南順二委員
４１番、南です。
１４番につきまして、さきの地区委員会での協議状況をご報告いた
します。
１４番は、西区河内町にお住まいの申請者が個人住宅を建設される
申請です。申請者は現在、申請地近くの借家に住んでおられますが、
子供の成長に伴い、手狭になり、よりよい生活を築くため住宅の建設
を計画されました。農地区分は広がりのない小集団の農地のため、第
２種農地と判断されます。土地利用計画は個人住宅１棟、木造２階建、
１４８㎡の建設です。資金計画、排水計画、隣接同意、被害防除とも
問題ありません。工事期間は許可後速やかに着工され、来年３月下旬
までを予定されおり、許可後は目的どおり転用されることを確認いた
しております。
以上１件、先日の地区委員会で現地確認を行い検討した結果、農地
の区分から見た立地基準、転用の確実性など一般基準、いずれについ
ても転用許可基準を満たしており、申請は妥当であると判断いたしま
した。
ご審議方よろしくお願いいたします。
－15－

議

長

ただいま、１４番について地元委員より報告がございましたが、こ
の件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可相当として農業会議へ諮問
することといたします。
続きまして、１５番。

４７番

米村昌昭委員
４７番委員、米村です。
１５番から３１番までの協議状況を報告いたします。
１５番は、個人住宅建設のための転用申請です。譲受人は現在アパ
ート暮らしでおり、結婚して手狭になったため、父が所有し、生活し
ていく上で利便性のあるこの土地を選定されたものです。農地区分は
水管、下水道管が埋設された道路に接し、おおむね５００ｍ以内に医
療施設が複数存在するため、第３種農地と判断されます。土地利用計
画は１筆３４９㎡に木造２階建を建設される予定で、妥当な面積と思
われます。開発許可が必要になりますが、集落内開発制度指定区域内
にあり、開発景観課へ事前審査の申請中です。資金計画及び給排水計
画、被害防除などにおいても問題はありません。工事期間は許可後か
ら平成２８年２月２９日までの約６カ月の予定です。
１６番から２４番までは関連で、建て売り住宅のための転用申請で
す。申請地は主要国道５７号線への交通アクセスが良好な場所に位置
し、近隣には小中学校があり、生活環境の条件が整った場所のため選
定されたものです。農地区分はおおむね１０ｈａ以上の広がりがある
一団の区域内にある農地で、第１種農地と判断されます。第１種農地
は原則不許可ですが、集落に接続して設置するものに該当し、不許可
の例外規定に該当するものと判断しました。土地利用計画は 18 筆、８，
６４２㎡に木造２階建２６棟を建設されるものであり、妥当な面積と
思われます。開発許可が必要になりますが、地区計画地内にあり、開
発景観課から開発行為事前審査の回答を受けておられます。資金計画
及び給排水計画、隣接農地の同意、被害防除などにおいても問題はあ
りません。工事期間は平成２７年１０月２０日から平成２８年１２月
３１日までの約１年２カ月の予定です。
２５番は、駐車場への転用申請です。申請人は申請者の経営する病
院敷地に隣接し、既存の駐車場と一体的に使用し、来院患者の増加に
対処するため、また高齢患者の院内までの移動距離が短くて済むため、
この地を選定されました。農地区分は市街地の区域などに隣接し、近
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接する農地が１０ｈａ未満であるため、第２種農地と判断されました。
土地利用計画は駐車場５台分であり、３筆１３２㎡で、妥当な面積と
判断されます。整地については自社のスタッフで行うため、資金はか
かりません。給排水計画、被害防除などにおいても問題はありません。
２６番は個人住宅建設のための転用申請です。申請地は集落地内に
あり、父親の移住地に隣接する父親所有の土地であるため、選定され
たものです。農地区分は市街地の区域などに隣接し、近接する農地が
１０ｈａ未満にあるため、第２種農地と判断されます。土地利用計画
は１筆９５㎡と父所有の宅地と合わせ、総事業面積３０６．４７㎡に
木造２階建を建設されるもので、妥当な面積と思われます。開発許可
が必要となりますが、集落内開発制度指定区域にあり、開発景観課へ
事前審査の申請中です。資金計画及び給排水計画、被害防除などにお
いても問題はありません。工事期間は平成２７年９月３０日から平成
２８年２月２０日までの約５カ月間です。
２７番は所有権移転による個人住宅のための転用許可申請です。譲
受人は現在貸しマンションに夫婦で生活し、子供が生まれるため静か
なこの地を選定されました。農地区分は市街地の区域内に隣接し、近
接する農地が１０ｈａ未満であるため第２種農地と判断されます。土
地利用計画は２筆２９２㎡、木造平屋を建設されるもので、妥当な面
積と思われます。開発許可が必要となりますが、集落内開発制度指定
区域にあり、開発景観課へ事業審査の申請中です。資金計画及び給排
水計画、被害防除などにおいても問題はありません。工事期間は平成
２７年９月１０日から平成２７年１２月３１日までの約４カ月間です。
２８番は所有権移転による駐車場のための転用許可申請です。申請
地は申請者の所有する大型選果施設の隣接地で、施設では大型トラッ
クの乗り入れで危険なことも出てきて、施設以外の申請地に従業員用
の駐車場を計画されました。農地区分は１０ｈａ以上で、高性能農業
機械の営農が可能な農地で、甲種農地と判断され、原則不許可ですが、
既存施設の拡張の２分の１以下として、不許可の例外規定に該当する
と判断しました。土地利用計画は１筆７６７㎡に従業員用駐車場とし
て普通車２０台、軽自動車１０台であり、一部は施設に進入する大型
トラックの乗り入れ口とするもので、妥当な面積と思われます。資金
計画及び給排水計画、被害防除においても問題はありません。工事期
間は平成２７年１１月１日から平成２７年１２月１５日までの約１カ
月半の予定です。
３１番は個人住宅建設のための転用申請です。申請地は譲受人の父
が昭和５４年に個人住宅を建設されておりますが、転用許可を得てい
なかったことについて、おわび状の提出があっております。農地区分
はおおむね１０ｈａ以上の規模の一団の区域内の農地で、第１種農地
と判断されます。第１種農地は原則不許可ですが、例外規定の集落に
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接続して設置されるものに該当するが、その他の点についてさまざま
な意見があり、さらに十分な審議が必要と考え、継続審議が相当であ
ると判断しました。
以上１７件、ご審議方よろしくお願いいたします。
議

長

ただいま、１５番から３１番までご報告がございましたが、２９番、
３０番は取り下げでございまして、３１番が継続審議となっておりま
す。これについて何か意見はございませんか。
31 番についてですが、役員会ではこれでおろす場合は５００㎡までと
決まっているのが、６２９㎡あったら５００㎡にどうにか調整できな
いかと。それを調整ができれば問題ないという話です。で、継続審議
になっているとのこと。事務局それでいいですかね。

事務局

ええ。じゃ、ちょっと付け加えさせていただきます。実のところ、
この建物がかなり古い、３０年ぐらい経過しているんですね。確かに
現行法でいきますと５００㎡を超えたり、 集接でないと、というの
がありますが、多分この飽田時代の、この時代のときの農地法自体の
許可はいかがなものだったのかと、その辺も含めた形でちょっと調べ
てくれということで、役員会のほうからもお話がありまして、そうい
う流れの中で一応、継続審議という形になっております。

議

長

一応これで説明は終わりますが、異議はございますか。

一

同

異議なし。

議

長

それでは、１５番から２８番まで説明がありました件については、
何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可相当として農業会議へ諮問
することといたします。
続きまして、３２番。

２５番

清崎勝矢委員
２５番委員、清崎です。
３２番につきまして、富合地区委員会での協議状況を報告いたしま
す。
３２番は建て売り住宅のための所有権移転をされる転用申請です。
農地区分は１０ｈａ以上の広がりのある一団の区域内にある農地で、
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第１種農地と判断され、原則不許可ですが、集落に接続して設置され
るものとして不許可の例外規定に該当すると判断されます。申請地は
小学校、中学校に近く、住環境のよい地域であるため選定されたもの
です。申請の転用計画は田１筆２，７６３㎡、木造２階建ての建て売
り住宅１０棟を建築されるものです。資金計画及び排水計画、被害防
除等においても問題ありません。開発許可が必要となりますが、集落
内開発制度指定区域内であり、開発景観課へ事前審査の申請中です。
先日の地区委員会で現地調査・確認を行い、立地基準の面並びに立地
条件、転用の確実性、周辺農地への影響などの一般基準の面から検討
しましたところ、転用許可基準を満たすものと協議しました。
ご審議方よろしくお願いいたします。
議

長

ただいま、３２番について地元委員より報告がございましたが、こ
の件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可相当として農業会議へ諮問
することといたします。
続きまして、３３番。

１１番

山田明文委員
こんにちは。１１番委員、山田でございます。
３３番から３４番につきまして、地区委員会での協議状況をご報告
いたします。
３３番は、使用貸借権設定による個人住宅のための転用許可申請で
す。借り人は借家住まいで、手狭であったために住宅を計画、実家の
隣で便もいい申請地を選定したものです。農地区分は１０ｈａ未満の
広がりのない生産性の低い農地で、２種農地と判断されます。土地利
用計画は、宅地と合わせて事業面積２６７．９２㎡で、個人住宅１棟、
建築面積７０．２８㎡で、妥当な面積と思われます。隣接農地は父所
有で、資金計画、排水計画、被害防除等も問題ありません。開発許可
が必要となりますが、集落内開発制度指定区域で、開発景観課の事前
審査も申請中です。工事計画は平成２７年９月１日から２８年３月３
１日までの７カ月間の予定で、許可後速やかに申請に係る目的どおり
施工されるものと考えます。
次いで３４番は、所有権移転による資材置場のための転用許可申請
です。譲受人は建て売り住宅等を手がけている会社で、住宅建築資材
の保管場所を探しており、交通の便のいい申請地を選定したものです。
農地区分は１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い農地で、２種農
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地と判断されます。土地利用計画はコンクリート製品、パネル、砂利
等の置き場と通路からなり、妥当な面積と思われます。隣接農地はな
く、資金計画、排水計画等問題ありません。ただ、譲渡人が以前に隣
接住宅の一部として利用し、その後管理が十分できず、雑草等の荒れ
た状態になったことを深く反省され、始末書の提出を受けております。
繁茂しているところもあって、境界も定かでないため、必要なところ
を刈り込んで、境界ははっきりさせるよう話しましたが、対応が追い
つかず、対応が追いついていないため、やむを得ず継続審議が妥当で
あるとの結論に達しました
以上２件、先日の地区委員会で現地調査、確認を行い、立地基準の
面、並びに立地条件、転用の確実性、周辺農地への影響など、一般基
準の面から検討しましたところ、３３番については転用許可基準を満
たすものと、また、３４番については継続審議が妥当であると協議し
ました。
ご審議方よろしくお願いします。
議

長

ただいま、３３番から３４番について地元委員より報告がございま
したが、３４番は継続審議でございます。３３番について何かご意見
ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可相当として農業会議へ諮問
することといたします。
続きまして、３５番。

３３番

髙群藤雄委員
３３番委員、髙群です。
３５番について、地区委員会での協議状況をご報告いたします。
３５番は、資材置場建設のための所有権移転による農地転用申請で
す。農地区分は住宅と県道及び河川に囲まれた１０ｈａ未満の生産性
の低い小集団の農地で、第２種農地と判断されます。土地の選定につ
いては、造園業を営む上で便利なことと、代替地を検討したが、ほか
に適当な場所がなかったために本農地を選定したとのことです。転用
面積としては適正な面積と判断されます。事業計画、資金証明、排水
同意等もそろっており、工事期間は許可後速やかに着手されることを
確認しており、工期は平成２７年１２月３１日までを予定されており
ます。
以上１件、さきの地区委員会で現地確認を行い、立地基準、一般基
準の面から検討しました結果、転用許可基準を満たしていると協議い
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たしました。
ご審議方よろしくお願いいたします。
議

長

ただいま、３５番について地元委員より報告がございましたが、こ
の件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可相当として農業会議へ諮問
することといたします。
続きまして、第５号議案及び第６号議案でございます。この件につ
いては、事務局より内容の説明をお願いいたします。

事務局

第５号議案及び第６号議案は関連ですので、あわせてご説明いたし
ます。
まず、第５号議案、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集
積計画（５号）について、ご説明いたします。
初めに、所有権移転ですが、明細１７ページの１番から２番までの
合計２件でございまして、全て相対による売買です。面積は、２件合
わせまして田のみの１万６５１㎡で、売買価格は備考欄記載のとおり
となっております。
次に、利用権設定の新規設定分です。明細１７ページの３番から２
２ページの２０番までで、貸し手１８名、借り手１４名の件数１８件
です。契約期間別では、６年未満が１５件、６年以上１０年未満が３
件で、面積は１８件合わせまして、田１万６，３５６㎡、畑１万１，
９６３㎡の、合計２万８，３１９㎡です。権利の種類につきましては
賃借権及び使用貸借権、利用内容といたしましては水稲、露地野菜及
び麦です。
次に、農地利用集積円滑化事業です。明細２２ページの２１番から
２３ページの２６番が、熊本市農業協同組合及び熊本宇城農業協同組
合による農地の借上と転貸です。契約期間は６年未満２件、１０年以
上１件で、面積は田４，５２９㎡、畑２，６４８㎡の合計７，２７７
㎡です。権利の種類につきましては賃借権、利用内容は水稲及び大豆
です。
続きまして、第６号議案です。２４ページの表をごらんください。
こちらが農地中間管理機構との新規設定になります。
明細２５ページの１番で、契約期間は１０年以上、面積は、畑のみ
の１，４４１㎡です。権利の種類は賃借権、利用内容は畑作物を予定
しています。
以上の案件につきましては、さきの地区委員会で協議が行われ、全
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ての案件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
ていることが確認されております。
第５号議案及び第６号議案の説明につきましては、以上です。
議

長

ただいま事務局より内容の説明がございましたとおり、この件につ
きましては、各地区委員会で詳細にわたり確認が行われており、全て
の案件が農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の基準に適合してい
ることでございます。この件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、計画案どおり承認することに決定いたしま
す。
続きまして、第７号議案、土地改良法第３条による資格証明願１件
でございます。参加資格者の２９番の杉本委員ご本人となっておりま
す。よって、農業委員会等に関する法律第２４条第１項の規定により
議事に参与することができません。杉本委員には１番の審議終了まで、
今から退室いただきます。杉本委員、よろしくお願いします。
（杉本委員

議

長

退室）

それでは、地元委員より地区委員会での協議状況のご報告をお願い
いたします。

４１番

南順二委員
４１番、南です。
１番につきまして、先日の地区委員会での協議状況をご報告いたし
ます。
１番は西区河内町東門寺地内での県営土地改良事業に伴う参加資格
の証明願です。先日の地区委員会におきまして、受益地及び参加申出
書の同意名簿を確認し、全員参加資格者であると地区委員会で承認さ
れております。
ご審議方よろしくお願いいたします。

議

長

ただいま１番について地元委員より報告がございましたが、この件
について何かご意見はございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可相当として農業会議へ諮問
することといたします。
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それでは、杉本委員に入室をお願いいたします。
（杉本委員
議

長

入室）

続きまして、第８号議案、引き続き農業経営を行っている旨の証明
願２件でございます。
地元委員の報告に当たりましては、対象農地の耕作状況など、調査
の結果を踏まえ、協議状況の報告をお願いいたします。
それでは、１番、お願いします。

４７番

米村昌昭委員
４７番委員、米村です。
１番、２番について、地区委員会での協議状況を報告いたします。
１番は、対象農地１９筆のうち３筆について耕作がされておらず、
その筆を除いた１６筆については、願い出人により耕作されており、
継続して農業経営が行われていることが確認されました。
２番につきましては、全ての対象農地が願い出人より耕作されてお
り、引き続き農業経営が行われていることを農業委員が確認しており
ます。
以上、２件、地元農業委員がそれぞれ現地調査し、地区委員会にお
いて以上の協議結果となりました。
ご審議方よろしくお願いいたします。

議

長

ただいま１番、２番について地元委員より報告がございましたが、
この件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、願い出どおり証明することに決定いたしま
す。
次に、次第６のその他について、本日は特に何もございません。
以上をもちまして、全ての案件が滞りなく終了いたしました。
なお、本総会において議決されました案件については、その条項、
字句、その他整理を要するものについては、会議規則第１８条の規定
により、その整理を議長に委任願いたいと思いますが、これにご異議
ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしと認めます。
よって、本総会において議決されました案件の整理については、こ
－23－

れを議長に委任することに決定いたします。
事務局

以上で、本総会に付議されました案件は全て終了いたしました。
これにて閉会いたします。

閉

会

午後 4 時 17 分

会議の顛末、以上のとおり相違ありません。
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