熊本市農業委員会総会議事録
日時

平成２９年５月８日（月）午後３時００分

場所

熊本市中央区花畑町９番１号

熊本市役所別館（駐輪場）８階大会議室

農業委員４９名
1番

福田

誠也

2 番 津田 征士郎

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

20 番

園田

操

21 番

森

22 番

園川

良二

23 番

竹原

孝昭

24 番

坂口

信行

25 番

清崎

勝矢

26 番

上田

定信

27 番

馬原

清隆

28 番

桝永

築

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

35 番

北口

和皇

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

43 番

田上

辰也

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

操

43 番

田上

辰也 4

秀文

日出輝

欠席委員（上記４９名中３名が欠席）
2 番 津田 征士郎

午後３時００分

事務局

20 番

園田

開会

こんにちは。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。
本日の農業委員総会への出席は、農業委員総数４９名中４６名でご
ざいますので、農業委員会等に関する法律第２７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、初めに、会長にご挨拶をお願いいたします。

会

長

皆さん、こんにちは。
本日は、大変お忙しい中に農業委員会の総会に多くの方がご出席い
－1－

ただきまして、まことにありがとうございます。
本日の総会はゴールデンウィークの週明けの地区委員会での総会の
準備が大変３日、４日の中で実施されました。何かと大変だったので
はないかと思いますが、本当にお疲れさまでございました。
さて、本日は１号議案から６号議案までが議題になっております。
それでは、総会の審議がスムーズに進行いきますよう、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となっております。
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、議事に入るに当たり総会議題３の議事
録署名者及び総会書記を指名します。
本日の議事録署名者には２番の津田委員が本日は欠席なので、４番
の上妻孝市委員と５番の藪田英明委員を、書記には事務局の反安攵崇
主任主事を指名します。よろしくお願いいたします。
本日は第１号議案、農地法第３条の規定に基づく許可申請から、６
号議案、引き続き農業経営を行っている旨の証明願まで６件と追加議
題となっております。
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

訂正がありますのでご説明いたします。
議案書の目次からお願いします。第１号議案、農地法第３条の規定
に基づく許可申請、取下が２件あっております。４５件を４３件と数
字の訂正をお願いします。続きまして、２号議案、農地法第４条の規
定に基づく許可申請、８件となっております。こちら１件取下があっ
ておりますので、７件と訂正をお願いします。同じく、第３号議案の
５条についても４４件を４３件と、１件取下があっております。
これに伴いまして、合計数１４２件と表記しておりますところ１３
８件と訂正方をお願いいたします。
個別のものに入っていきます。１９番、２３番取下になっておりま
すので、斜線等で削除方お願いします。４条関係ですが４番、２７番、
取下になっておりますので、斜線等で削除方お願いいたします。４３
番備考欄に追記をお願いします。
「一部転用１２３０㎡」とこちらの備
考欄に追記をお願いします。続きまして、基盤強化の分ですが、２３
ページの２番の表がありますが、項目ごと田と畑とあるかと思います。
この田の１０年以上、今「２万８８２２」と表示されています。こち
ら訂正で、
「２万４８３９」と訂正をお願いします。同じく右の欄の畑
－2－

ですけれども、こちら今「５８８９」と表記されます。こちらに「９
８７２」と訂正をお願いします。これに伴いまして、一番下段にそれ
ぞれの田畑の合計数が変わってまいります。ただいま「５万７３９３」
と表記してあります。こちらが「５万３４１０」と訂正をお願いしま
す。同じく畑ですけれども、方が今「２万１０２１」になっています。
こちらのほう「２万５００４」と訂正をお願いします。
訂正については以上です。
議

長

ありがとうございました。
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、４
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
の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、お願いいたします。

１６番

嶋村鎭雄委員
１６番委員、嶋村です。
１番、２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番の譲受人は東区画図町大字下無田にお住まいの専業農
家で、経営拡張のため、農地の所有権を移転する申請です。申請地に
は許可後は水稲を作付されます。
２番の譲受人は東区画図町大字下無田にお住まいの兼業農家で、経
営拡張のため、農地の所有権を移転する申請です。申請地には許可後
は水稲、露地野菜を作付されます。
以上、１、２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、２番について地元委員の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、３番。

３６番

梅田誠也委員
３６番委員、梅田です。
３番から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
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告いたします。
３番、４番の譲受人は東区戸島本町にお住まいの専業農家で、経営
拡張のため農地の所有権を移転する申請です。申請地には許可後は牧
草イタリアンを作付けされます。
５番の譲受人は東区戸島西７丁目にお住まいの専業農家で、経営拡
張のため農地の所有権を移転する申請です。申請地には許可後イタリ
アンを作付けされます。
６番の譲受人は東区戸島本町にお住まいの専業農家で、代替地取得
のため農地の所有権を移転する申請です。申請地には許可後ピーマン
ほか野菜を作付けされます。
以上、３番から６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３番から６番について地元委員の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。

１０番

三原勉委員
１０番委員、三原です。
７番から１１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番と８番は関連で、経営拡張のための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
地に水稲を作付けされる計画です。
９番は、甥への贈与による所有権移転の申請です。譲受人は水稲、
果樹を栽培されている専業農家で、申請地にはミカンを作付けされる
計画です。
１０番は、後継者へ経営移譲による使用貸借権設定の申請です。借
人は水稲、果樹を栽培されている専業農家で、申請地には水稲、ミカ
ンを作付けされる計画です。
１１番は、田地を耕作している譲受人による耕作の便宜上取得する
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、申請地には露地野菜を作付けされる計画です。
以上、５件につきまして、協議、検討した結果、いずれも農地法第
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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。ご審議の方、よろしくお願いいたします。
議

長

ただいま７番から１１番について地元委員の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、１２番。

４番

上妻孝市委員
４番委員、上妻です。
１２番から１４番につきまして先の地区委員会での協議状況をご報
告いたします。
１２番は、経営拡張のための所有権移転の申請です。譲受人はミカ
ンをつくられる専業農家で、申請地にもミカンをつくられる予定です。
１３番は、弟へ贈与される申請です。譲受人はミカンをつくられる
専業農家で、申請地にもミカンをつくられる予定です。
１４番は、独立就農のための申請で、義理の父より使用貸借される
ものです。申請者は熊本県農業大学校を今年３月卒業され、現在義理
の父の手伝いをされています。許可後は青年就農給付金制度を活用さ
れ、独立した農業経営を目指されます。申請地にはトマト、ネギをつ
くられる予定です。
以上、３件、このうち独立就農予定者１名には地区委員会へ出席を
願い聞取り調査を行った上で協議、検討した結果、３件いずれの申請
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
妥当と判断しました。ご審議方よろしくお願いいたします。

議

長

ただいま１２番から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、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、１５番。

４６番

赤木英雄委員
４６番委員、赤木です。
１５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。
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１５番は、経営拡張のための所有権の申請です。譲受人は水稲と露
地野菜を作成されており、許可後は水稲をつくられる計画です。
以上、１件について先日の地区委員会において検討した結果、農地
法第３条第２項各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であ
ることを協議した結果です。ご審議方よろしくお願いいたします。
議

長

ただいま１５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、１６番。

３２番

林田智博委員
３２番委員、林田です。
１６番から２０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。
１６番と１７番は関連で、経営拡張のための所有権移転の申請です。
譲受人は稲作を作付されており、許可後は稲作をつくられます。
１８番は、経営拡張のための所有権移転の申請です。譲受人は稲作
と露地野菜を作付されており、許可後は稲作をつくられます。
１９番は取下で。
２０番につきましては、子へ贈与のための所有権移転の申請です。
譲受人は稲作とトマトを作付されており、許可後は稲作とトマトをつ
くられます。
以上、４件、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１６番から２０番まで地元委員より報告がございましたが、
この件については何かご意見ございませんか。１９番は取下になって
おります。

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、２１番。

３０番

福原幸一委員
－6－

３０番委員、福原です。
２１番から２４番について、地区委員会での協議状況を報告いたし
ます。
２１番と２２番は関連で、経営拡張のための賃借権設定の申請です。
賃借人は水稲、麦、大豆をつくっており、許可後は水稲、麦、大豆を
作付される予定です。２３番は取下です。２４番は経営拡張のための
賃借権設定の申請です。賃借人は水稲、麦、大豆をつくっており、許
可後は水稲、麦、大豆を作付される予定です。
以上、３点、協議した結果、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２１番から２２番、２３番は取下で、２４番まで地元委員
より報告ございましたが、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、２５番。

１４番

山口謙藏委員
１４番委員、山口です。
２５番から３３番について地区委員会での協議状況を報告します。
２５番は、経営拡張のための賃借権設定の申請です。賃借権は水稲、
麦、大豆をつくっており、許可後は水稲、麦、大豆を作付される予定
です。
２６番と２７番は関連で、経営拡張のための賃借権設定の申請です。
賃借人は水稲、麦、大豆をつくっており、許可後は水稲、麦、大豆を
作付される予定です。
２８番と２９番は関連で、新規就農のための賃借権設定の申請です。
賃借人はこれまで農業を手伝っており、水稲をつくられる予定です。
先日の地区委員会において聞き取りを行い、営農計画が問題ないこと
を確認いたしました。
３０番は、農業されてきた一般法人が賃借権設定により経営拡張さ
れる案件です。そばをつくっており、許可後はそばを作付される予定
です。
３１番は、後継者の子へ贈与するための申請です。譲受人は水稲、
栗、イチジクをつくっており、許可後は水稲、栗、イチジクを作付さ
れる予定です。
３２番は、一部転用完了に伴い農地の復元されたもので、経営移譲
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年金継続のための使用貸借権設定の申請したものです。借人は水稲と
露地野菜をつくられており、許可後は水稲と露地野菜を作付される予
定です。
３３番も一部転用完了に伴い農業の復元されたもので、経営移譲年
金継続のための使用貸借権設定の申請したものです。借人は水稲とイ
モをつくっており、許可後は水稲とイモを作付される予定です。
以上、９件、協議、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します。
議

長

ただいま２５番から３３番まで地元委員の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、３４番。

１３番

緒方一臣委員
１３番委員、緒方です。
３４番から３６番について、地区委員会での検討状況を報告いたし
ます。
３４番は、経営拡張のための農地を取得される申請です。許可後は、
ネギとピーマンを作付される計画です。
３５番は、後継者へ経営移譲のため使用貸借権を設定される申請で
す。許可後はキャベツを作付される計画です。
３６番は、経営拡張のため、農地を取得される申請です。許可後は
露地野菜をつくられる計画です。譲受人は西原村で農業を営まれてい
ますが、熊本市でも農地耕作が初めてであったので、先の地区委員会
に出席してもらい、営農計画等の聞取り調査を行い、問題ないことを
確認しました。
以上、３件、先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。ご審議方よろしくお
願いいたします。

議

長

ただいま３４番から３６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。
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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、３７番。

３４番

谷口憲治委員
３４番委員、谷口です。
３７番から４５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。
３７番は、後継者へ贈与のための所有権移転の申請です。申請人は
水稲と露地野菜を栽培する兼業農家で、許可後は水稲、白菜、キャベ
ツを作付される予定です。
３８番は、甥へ譲与のための所有権移転の申請です。申請人は水稲
と露地野菜と園芸作物を栽培する専業農家で、許可後は飼料米を作付
される予定です。
３９番は、経営拡張のための所有権移転の申請です。申請人は水稲
と園芸野菜を栽培する専業農家で、許可後は水稲を作付される予定で
す。
４０番は、経営拡張のための所有権移転の申請でございます。申請
人は水稲と花卉をつくられる専業農家で。許可後は花卉を作付けされ
る予定です。
４１番から４４番は関連でございます。４１番は独立就農のための
賃貸借と使用貸借による権利設定申請です。４３番については１筆の
うち１３００㎡を使用貸借です。許可後は水稲、スイカ、キュウリを
作付される予定でございます。先日の地区委員会に出席いただき、営
農計画等聞き取りいたしました。何ら問題がないことを確認いたして
おります。
４５番は、土地収用に伴う代替地取得のための所有権移転の申請で
ございます。申請人は水稲、スイカ、ナスを生産する農家で、専業農
家で、許可後はナスを作付される予定です。
以上、９件、地区委員会で検討いたしました結果、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３７番から４５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、第２号議案、農地法第４条の規定に基づく許可申請、
７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
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を照らし、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

嶋村鎭雄委員
１６番委員、嶋村です。
１番につきまして、先日の地区委員会での協議状況を報告いたしま
す。１番は、貸駐車場への転用する申請です。農地区分は１０ｈａ未
満の小集団の生産性の低い区域内にあり、第２種農地と判断されます。
土地利用計画は申請地周辺の事務所及び店舗の従業員用貸駐車場５台
分として整備、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。資金計画と証明、排水計画、被害防除については
問題なく、周辺農地の営農条件に支障を及ぼすおそれはありません。
工事完了は平成２９年７月１０日までの予定で、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。以前、無断で看板が設
置されていた経緯があり、顛末の提出がなされております。
以上、１番につきまして、先日の地区委員会での現地調査を行い検
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

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
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、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、２番。

６番

西冨大二郎委員
６番委員、西冨です。
２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。２番は、個人住宅及び共同住宅への転用する申請です。農地区
分は市街地化の著しい区域内の農地で、３００ｍ以内に九州自動車道、
益城熊本空港インターチェンジがある第３種農地と判断されます。土
地利用計画は、申請者宅は先の熊本地震により被災したため、建直し
のため震災の影響が少なかった申請地に個人住宅及び共同住宅２棟を
建築される計画で、転用面積としては適正なものと判断いたしました。
資金計画と証明、給排水計画、被害防除については問題なく、周辺農
地の営農条件に支障を及ぼすおそれはありません。開発許可につきま
しても、集落内開発制度区域内であり、同時に手続中であることを確
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認しております。工事完了は平成２９年１０月３０日までの予定で、
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、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しま
す。
議

長

ただいま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、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、３番。

３６番

梅田誠也委員
３６番委員、梅田です。
３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。
３番は、共同住宅への転用許可申請です。農地区分が１０ｈａ未満の
小集団の生産性の低い第２種農地と判断されます。土地利用計画は共
同住宅１棟、駐車場７台分を整備される計画で、転用面積としては適
正なものと判断いたしました。資金計画と証明、排水計画、建設同意、
被害防除等については問題なく、周辺農地への営農条件に支障を及ぼ
すおそれはありません。開発許可につきましても集落内開発制度指定
区域内であり、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３０年３月３１日までの予定で、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、３番につきまして、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、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、４番は取下でございますので、５番。

７番

網田稔委員
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７番委員、網田です。
５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。
５番は、進入路のための転用許可申請です。農地区分が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
地利用計画は住宅のための進入路５１㎡で、妥当な面積と思われます。
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。た
だ、転用許可を得ず進入路として使ってきたことを深く反省され、始
末書の提出を受けております。
６番は、農家住宅のための転用許可申請です。農地区分は１０ｈａ
未満の広がりのない生産性の低い農地で、２種農地と判断されます。
土地利用計画は建築面積６６．２４㎡の農家住宅で、妥当な面積と思
われます。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。ただ、今回の農家住宅建設を計画した中で、いずれの住宅が転
用許可を得ず建てたものであることがわかり、深く反省され、始末書
の提出を受けております。工事期間は平成２９年６月２０日から、平
成３０年４月３０日までの予定で、許可後速やかに着手されることを
確認しております。
以上、２件、先日の地区委員会で現地調査を行い検討したところ、
いずれも立地基準の面、一般基準の面、ともに転用許可を満たしてい
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、５番、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、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、７番です。

１３番

緒方一臣委員
１３番委員、緒方です。
７番、８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。
７番は、貸資材置場への転用申請です。申請人が属する法人へ貸さ
れる計画です。農地区分は１０ｈａ未満の小集団の農地で、第２種農
地と判断されます。土地利用計画は砂置場、砂利置場、ぐり石置場、
重機置場として利用される計画で、転用面積としては適当と思われま
す。雨水は既設の水道へ接続されます。農区長の同意書等も添付され
ています。周囲に農地はないため、影響はないものと思われます。事
業に必要な資金証明や必要書類は添付されています。工期は許可後か
－12－

ら１２月２２日までを計画されています。
８番は、貸資材置場への転用申請で、申請人が属する法人へ貸され
る計画です。農地区分は１０ｈａ未満の小集団の農地で、第２種農地
と判断されます。土地利用計画は、砂利やぐり石置場、これより重機
置場として利用される計画で、転用面積としては適当と思われます。
雨水は既設水道へ接続されます。農区長の同意書も添付されています。
被害防除等問題ないものと思われます。事業に必要な資金証明や必要
書類は添付されています。工期は許可後から１２月２２日までを計画
されています。
以上、２件、先の地区委員会にて現地調査を行い、協議、検討の結
果、立地基準、一般基準ともに満たされていると判断されます。ご審
議方よろしくお願いします。
議

長

ただいま、７番、８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、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、３号議案、農地法第５条の規定に基づく許可申請、４
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
を照らし、地区委員会での協議状況の報告をお願いします。
それでは、１番、お願いします。

６番

西冨大二郎委員
６番委員、西冨です。
１番から１０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８番は関連で、土木工事を営む法人が農地の所有権を移転
し、宅地造成を行う転用申請です。農地区分は１０ｈａ以上の一団の
農地の区域内による第１種農地と市街地化の著しい区域内農地で、上
下水道管が埋設する道路の沿道にあり、５００ｍ以内に２つの医療施
設がある第３種農地の混在地と判断されます。第１種農地は原則不許
可ですが、事業目的に供すべき全体の土地の面積に占める第１種農地
の面積の割合は３分の１を超えないものに該当し、不許可の例外に該
当します。また、都市計画法に規定する地区計画が定められている区
域で、申請地が住宅等の用に供することが確実と認められる宅地分譲
を目的とする宅地造成事業の特例措置に該当します。土地利用計画は
他地目３８６．９８㎡をあわせた総事業面積１万６０２８．９８㎡に
宅地分譲４７区画、調整池、公園、防火水槽、道路などを整備される
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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。
資金計画と証明、給排水計画、被害防除等については問題なく、周
辺農地の営農条件に支障を及ぼすおそれはありません。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２９年１２月３１日までの予定で、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。
９番、１０番は関連で、不動産業を営む法人が農地の所有権を移転
し、建売住宅へ転用する申請です。農地区分は市街地化の著しい区域
内の農地で、３００ｍ以内に九州自動車道、益城熊本空港インターチ
ェンジがある第３種農地と判断されます。土地利用計画は建売住宅６
棟、公園などを整備される計画で、転用面積としては適正なものと判
断いたしました。資金計画と証明、給排水計画、被害防除等について
は問題なく、周辺農地の営農条件に支障を及ぼすおそれはありません。
開発許可につきましても、集落内開発制度指定区域内であり、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２９年１２
月２０日までの予定で、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、１番から１０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
願いします。
議

長

ただいま、１番から１０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、申請どおり許可することにいたします。
また、１番から８番については申請どおり許可相当として農業会議
へ意見を聴取することといたします。続き番まして、１１番。

３６番

梅田誠也委員
３６番委員、梅田です。
１１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。
１１番は、建築工事業を営む法人が農地の所有権を移転し、資材置
場へ転用する申請です。農地区分は１０ｈａ未満の小集団の生産性の
低い第２種農地と判断されます。土地利用計画は近接する譲受人法人
のコンクリート製品、金属製品、木材などの資材置場として整備され
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。
資金計画と証明、排水計画、被害防除等については問題なく、周辺
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農地の営農条件に支障を及ぼすおそれはありません。工事完了は、平
成２９年６月３０日までの予定で、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、１１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、１１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、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、１２番。

１０番

三原勉委員
１０番委員、三原です。
１２番から１４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。
１２番は、個人住宅建築のための所有権移転の転用申請です。農地
区分は、市街化が見込まれる区域であり、市街化区域に近接し、１０
ｈａ未満の第２種農地と、沿道に公共の上下水道が埋設され、近隣５
００ｍ以内に教育施設と医療施設があることから、第３種農地の混在
地と判断されます。土地利用計画は、個人住宅１棟の建築で、転用面
積としては適正な面積と判断されます。
資金計画、給排水計画、隣接同意、被害防除についても問題ありま
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、
開発景観課へ事前審査の申請中ということです。工事期間は、平成２
９年６月１日から平成３０年６月３０日までを予定されており、許可
後速やかに着手されることを確認しております。
１３番の申請人は建築工事業及びその請負を営む法人で、建売住宅
建築のための所有権移転の転用申請です。農地区分は１０ｈａ未満の
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、
建売住宅１０棟の建築及び新設道路、高架水槽等の整備で、転用面積
としては適正な面積と判断されます。ただ、農地を一部通路として利
用し、また電柱を設置されていたため、申しわけなかったとの始末書
が提出されております。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。開発許可も必要となりますが、集落内開
発制度指定区域内で、開発景観課への事前審査の申請中とのことです。
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工事期間は、平成２９年７月１０日から、平成３０年３月３１日まで
を予定されており、許可後速やかに着手されることを確認しておりま
す。
１４番は、個人住宅建築のための所有権移転の転用申請です。農地
区分は１０ｈａ未満の農地で、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、個人住宅１棟の建築で、転用面積としては適正
な面積と判断されます。資金計画、給排水計画、隣接同意、被害防除
について問題ありません。開発許可が必要となりますが、集落内開発
指定区域内で、開発景観課へ事前審査の申請中とのことです。工事期
間は平成２９年７月１日から平成２９年１２月３１日までを予定され
ており、許可後速やかに着手されることを確認しております。
以上、３件、先の地区委員会で現地調査を行い、立地基準の面、一
般基準の面を協議、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判断いたしました。ご審議の方よろしくお
願いいたします。
議

長

ただいま、１２番から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、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、１５番。

４番

上妻孝市委員
４番委員、上妻です。
１５番につきまして、先の地区委員会での協議状況をご報告いたし
ます。１５番は、有限会社丸弘より、敷地拡張のための転用申請です。
同法人は、申請地横に創作料理と炭火焼の店を営んでおられますが、
現在の駐車場は８台分しかなく、駐車場が不足しておられ、今回の申
請で１２台分の駐車場と庭園や休憩所を併せて整備し、法事などで利
用される来客者に心からくつろげる空間を提供される計画です。農地
区分は、中山間地の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。資金計画、排水計画、隣接同意、被害防除とも問題は
ありません。工事期間は許可後速やかに着手され、平成２９年７月末
までを予定されており、許可後は目的どおり転用されることを確認し
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
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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、１５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、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、１６番。

４６番

赤木英雄委員
４６番委員、赤木です。
１６番から２４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。
１６番と１７番は関連で、申請人は建設業を営んでおり、賃借権設
定による資材置場及び車両置場のための転用許可申請です。農地区分
は、市街地の区域等に近接する１０ｈａ未満の広がりのない農地で、
第２種農地と判断されます。土地利用計画は、砕石等の建設資材置場
及び重機等の車両置場で、妥当な面積と思われます。ただ、許可を得
ずに使用したことを深く反省され、始末書の提出を受けております。
排水計画、隣接同意、被害防除とも問題ありません。
１８番の申請人は、法人２者で所有権移転による貸駐車場のための
転用許可申請です。農地区分は、市街地の区域等に近接する１０ｈａ
未満の広がりのない農地で、第２種農地と判断されます。土地利用計
画は、近接の住宅化が著しく進んでおり、貸駐車場の需要が見込め、
２９台分の駐車スペース及び通路で妥当な面積と思われます。
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２９年８月３１日までの予定で、許可後速
やかに着工されることを確認しております。
１９番は、所有権移転による個人住宅建設のための転用許可申請で
す。農地区分は市街地の区域等の隣接する１０ｈａ未満の広がりのな
い農地で、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、建設面積６６．２５㎡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、集落内開発制度の区域内で、開発景観課へ事前審
査の申請中とのことです。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。工事計画は、平成２９年６月１日から２９年１
２月３１日までの予定で、許可後速やかに工事に着工されることを確
認しております。
２０番と２１番は関連で、所有権移転により資材置場への転用許可
申請です。農地区分は、上下水道管２管の通った沿道の区域で、５０
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０ｍ以内に教育施設、医療施設があり、３種農地と判断されます。土
地利用計画は、事業計画、事業面積１９８２㎡に砕石置場、山砂利置
場、コンクリートブロック、Ｌ型擁壁等の資材置場で、妥当な面積と
思われます。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。工事計画は、許可日から平成２９年８月３１日までの予定で、
許可後速やかに工事に着手されることを確認しております。
２２番から２４番までは関連で、所有権移転による貸駐車場への転
用許可申請です。農地区分は上下水道２管の通った沿道の区域で、５
００ｍ以内に教育施設、医療施設がある第３種農地と判断されます。
土地利用計画は、事業面積９２５㎡に近接の店舗や住宅資材置場用の
３０台分の貸駐車場で、妥当な面積と思われます。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。工事計画は、許可日か
ら平成２９年８月３１日までの予定で、許可後速やかに工事に着手さ
れることを確認しております。
以上、９件、先日の地区委員会で現地調査、確認を行い検討したと
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す。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２４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、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、２５番。

１２番

木下三智也委員
１２番委員、木下です。
２５番から２８番について、地区委員会での協議状況を報告いたし
ます。
２５番は、進入路及び駐車場への転用許可申請です。農地区分は、
１０ｈａ未満の広がりのない農地で、２種農地と判断されます。譲受
人は現在隣人の土地を通って農業用倉庫に出入りしておりますが、申
請地を転用することにより、市道から直接侵入が可能となります。ま
た、一部を自宅駐車場として転用予定ですが、自家用車２台分で、妥
当な面積と思われます。しかしながら、平成１０年ごろより既に駐車
場として利用しており、このことについて始末書の提出があっており
ます。排水計画、隣接同意、被害防除等は問題ありません。
２６番は、駐車場への転用許可申請です。農地区分は１０ｈａ以上
の広がりのある一団の農地で、１種農地と判断されます。１種農地は
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原則不許可ですが、集落に接続して設置されるものに当たり、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、自家用
車２台分で、妥当な面積と思われます。排水計画、隣接同意、被害防
除等は問題ありません。しかし、既に無断で駐車場として利用してき
たため、始末書の提出があっております。
２７番は取下です。
２８番は、所有権移転による漁業者住宅の転用許可申請です。農地
区分は１０ｈａ以上の広がりのある優良農地で、第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
のに該当し、不許可の例外規定に該当するものと判断されます。土地
利用計画は、建築面積１１２．６２㎡の２階建て住宅で、妥当な面積
と思われます。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。工事計画は、平成２９年６月１日から平成２９年１１月３
０日までで、許可後速やかに工事に着手されることを確認しておりま
す。
以上、３件、先日の地区委員会で現地確認調査を行い、立地基準の
面、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、転用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、２７番は取下でございまして、２５番から２８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、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、２９番。

３０番

福原幸一委員
３０番委員、福原です。
２９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。
２９番は、賃借権設定による太陽光発電設備建設のための転用許可
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農地
で、２種農地と判断されます。土地利用計画は、転用面積８０㎡で、
総事業面積７８３０㎡に太陽光パネル２６４２枚、発電容量４９８ｋ
ｗで妥当な面積と思われます。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。工事計画は平成２９年６月１日から平成３
０年３月３１日までの予定で、許可後速やかに着手されることを確認
しております。
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以上、１件、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、２９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、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、３０番。

７番

網田稔委員
７番委員、網田です。
３０番から３４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。
３０番は、所有権移転による通路のための転用許可申請です。農地
区分は１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い農地で、２種農地と
判断されます。土地利用計画は、譲受人の住居への通路部分としての
４６㎡で、妥当な面積と思われます。資金計画、排水計画、隣接同意、
被害防除等問題ありません。工事期間は、許可後平成２９年８月３０
日までの予定で、許可後速やかに着手されることを確認しております。
３１番と３２番は関連で、所有権移転による農業用資材置場のため
の転用許可申請です。農地区分は１０ｈａ未満の広がりのない生産性
の低い農地で、２種農地と判断されます。土地利用計画は転用面積２
７５５㎡に畜産用資材置場、駐車場、通路及びのり面などで、妥当な
面積と思われます。資金計画、排水計画、隣接同意、被害防除等問題
ありません。工事期間は平成２９年６月１日から平成２９年１２月３
１日までの予定で、許可後速やかに着手されることを確認しておりま
す。
３３番と３４番は関連で、太陽光発電設備の建設事業に伴い、所有
権移転により申請地にのり面と調整池を設ける申請です。農地区分は
１０ｈａ以上の広がりのある一団の区域内の農地で、１種農地と判断
されます。１種農地は原則不許可ですが、隣接土地との一体的利用で
あり、全体計画の３分の１以下の面積であるため、不許可の例外規定
に該当するものと思われます。土地利用計画は、開発面積、４万６１
７６ｈａに太陽光パネル９９３６枚、発電容量２５８３．３ｋｗの計
画で、申請地にそれぞれのり面あるいは調整池を設けるものであり、
妥当な面積と思われます。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。県の林地開発許可が必要となりますが、許可申
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請中です。工事計画は、平成２９年６月１日から平成３０年３月３１
日までの予定で、許可後速やかに着手されることを確認しております。
以上、５件、先日の地区委員会で現地調査を行い、検討したところ、
いずれも立地基準の面、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、３０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、この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、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、３６番。

１３番

緒方一臣委員
１３番委員、緒方です。
３５番から４０番につきまして、地区委員会での協議状況を行いた
します。
３５番、３６番は関連です。３５番は、宅地拡張のため、所有権移
転による転用申請です。農地区分は１０ｈａ未満の小集団で生産性の
低い農地で、第２種農地と判断されます。なお、住居地が狭く、申請
人が既に宅地の一部として利用しており、申しわけありませんでした
との顛末書を添付されています。転用規模は既存宅地とあわせても適
当と思われます。農区長の排水計画同意書が添付されています。隣接
地に農地はありません。転用済みのため工事はありません。
３６番は、農機具置場及び農業用資材置場への所有権移転による転
用申請です。申請人の自宅の隣接地となります。農地区分は１０ｈａ
未満の小集団で生産性の低い農地で、第２種農地と判断されます。土
地利用計画は、ビニールハウスを設置し、農機具置場及び農業用資材
置場として利用される計画で、転用規模としては適当と思われます。
隣接に農地はありません。雨水は市道側溝へ接続されます。
資金計画、排水同意等必要書類は添付してあります。工期は許可後か
ら６月２日までを計画されています。
３７番は、個人住宅建設のため所有権移転による転用許可申請です。
農地区分は１０ｈａ未満の小集団で生産性の低い農地で、第２種農地
と判断されます。土地利用計画は、木造平屋建て１棟の建物です。給
水は市の水道と接続し、汚水等は公共下水道へ接続されます。雨水は
集水桝で浸透させ、オーバー分は市の側溝に接続されます。隣接農地
とは調整済みで、被害防除等問題ないものと思われます。
－21－

事業に必要な資金証明、排水同意書、そのほか必要書類は添付されて
います。工期は、許可後から平成３０年５月３１日までを計画されて
います。開発許可も事前協議書も提出済みです。
３８番、埋蔵文化財発掘調査のため、資材置場等への一時転用の申
請です。農地区分は農用地区域内農地で、原則不許可ですが、仮設工
作物の設置の一時転用申請であり、不許可の例外に該当するものと思
われます。また、農振法からの意見書も問題なしとのことです。土地
利用計画は、発掘調査用資材置場、駐車場、泥置場等を計画されてお
り、転用面積としては適当と思われます。雨水は県道側溝へ接続され
ます。周辺農地とも調整済みで、被害防除等も問題ないものと思われ
ます。資金計画は、熊本市の予算書が添付されています。一時転用期
間は許可日から１０月３１日までの計画です。なお、一時転用完了後
は農地へ復旧し、完了届を提出していただきます。
３９番は、公共下水道工事のための現場事務所及び資材置場等への
一時転用の申請です。農地区分は、農用地区域内農地で、原則不許可
ですが、仮設工作物の設置の一時転用の申請であり、不許可の例外に
該当するものと思われます。また、農振法からの意見書も問題なしと
のことです。土地利用計画は、現場事務所２棟、倉庫１棟、パイプ等
の資材置場を計画されています。なお、転用許可が必要と知らず、農
地保護シート等、山砂を搬入してことを申しわけありませんでしたと
の文書が添付されています。転用面積としては適当と思われます。雨
水は市道側溝へ接続されます。周辺農地等の調整済みで、被害防除等
問題ないものと思われます。資金計画は自社施工のため費用は発生し
ません。一時転用期間は許可日から平成３０年６月３０日までの計画
です。なお、一時転用完了後は農地へ復旧し、完了届を提出していた
だきます。
４０番は、貸資材置場への所有権移転による転用申請です。農地区
分は、１０ｈａ未満の小集団で生産性の低い農地で、第２種農地と判
断されます。土地利用計画は、山砂や重機置場等に予定されており、
譲受人の属する法人へ貸し付ける計画です。雨水は既設水道へ接続さ
れます。隣接農地とは調整済みで、被害防除等問題ないものと思われ
ます。事業に必要な資金証明、排水同意書、その他必要書類は添付さ
れています。工期は、許可後から１２月末日を計画されています。
以上、６件、先の地区委員会にて現地調査を行い、協議検討の結果、
立地基準、一般基準ともに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、３５番から４０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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３６番

梅田誠也委員
確認のためにお尋ねします。４０番の譲渡人の不動産会社が土地を
所有しているということですが、どういう経緯で農地を所有していた
のか、その辺がわかりませんでしたのでお尋ねしたいと思います。

議

長

事務局

事務局お願いします。
取得経緯としては過去に時効取得されておりますので、農地法のい
わゆる許可で権利移転がなされたということではございません。

３６番

梅田誠也委員
時効取得というのは合法の状態で２０年間継続して使用した場合に
時効を受けられるわけですね。しかし、これは合法で２０年間以上利
用していたわけではないわけですよね。

事務局

時効取得自体は農業委員会の判断ではございませんので、それに関
しては裁判所、法務局の判断に基づいて所有権を移転されていると。

３６番

梅田誠也委員
ということであるならば許可申請の審査時に、それは正式に時効取
得されたのかと公文で照会し、申請の資格があるのかというのを審査
されているのですか。

事務局

申請時に法務局から発効された３か月以内の全部事項証明書を添付
していただくのですが、全部事項証明書上、時効取得で所有者となっ
ていますので、こちらから時効で取得されている権利等で問合わせを
するということはありません。

３６番

梅田誠也委員
農業委員会というのは農地法にならい厳格に運用していくという姿
勢があるわけですよね。我々がこれはちょっとおかしいということで
あれば、上級機関とも相談しながら対応を。これはすでに時効で取得
されているから仕方がないと、そういうものの行政機関の姿勢として
はいかがなものかと思いますけれども。

議
事務局

長

事務局お願いします。
説明いたします。転用の一般基準に基づき転用の確実性を精査し、
審査をしております。譲渡人については全部事項証明書で所有権登記
がされていることが分かれば、時効取得した経緯までを審査する必要
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はないということになります。
３６番

梅田誠也委員
農業委員会の事務処理の仕方としての回答はわかります。ただ、疑
問があれば確認するというのは必要だと思います。このことで反対で
すとは言いませんが、やはり仕事を進める姿勢の問題もありますので。
以上です。

議

長

以上でいいですか。これは不動産会社が土地の所有者であって、譲
受人が転用の一般基準の確実性を持っていればいいのではないかとい
うことでございます。よろしいですか。

一

同

はい。

議

長

資材置場にされるわけでございますので。皆さん、よろしいですか。

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、４１番。

４５番

山下知文委員
４５番委員、山下です。
４１番から４４番について、地区委員会での協議状況を報告いたし
ます。
４１番は、所有権移転による建売住宅建設のための転用申請です。
農地区分は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、代替地検討については事業計画書に記
載されています。土地利用計画は、木造２階建て１棟、６２．５２㎡、
９棟と、復員６ｍ延長９４ｍの道路と、旋回場を建設予定。転用面積
としては適正な面積と判断されます。土砂の流出、被害防除等の心配
はないと思われます。集落内開発制度指定区域内で、開発等事前審査
も出されています。事業計画、資金証明、排水同意等もそろっており、
工事期間は平成３０年３月３１日までを予定されており、許可後速や
かに着手されることを確認しております。
４２番は、賃借権設定による駐車場建設のための転用申請です。農
地区分は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、代替地検討については事業計画書に記載
されています。土地利用計画は、職員駐車場４台分を建設予定。転用
面積としては適正な面積と判断されます。土砂の流出、被害防除等の
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心配はないと思われます。事業計画、排水同意等もそろっており、現
状のまま利用できるため、許可後速やかに利用開始されることを確認
しております。
４３番、４４番は関連です。賃借権設定による太陽光発電設備建設
のための転用申請です。農地区分は市街化の傾向が著しい区域にある
農地で、３００ｍ以内に高速自動車道の出入口があることから、第３
種農地と判断されます。土地の選定、代替地検討については事業計画
書に記載されています。土地利用計画については、４３番は事業面積
は２０６１㎡のうち一部転用１２３０㎡で、４４番は事業面積６６９
㎡、合計１８９９㎡で、４９．９ｋｗの発電施設と管理道路などで、
転用面積としては適正なものと思われます。土砂の流出、被害防除等
の心配はないものと思われます。
事業計画、資金計画、給電通知、経済産業省の設備認定通知、排水
同意等もそろっており、工事は許可後平成２９年８月３１日までを予
定されており、許可後は速やかに着手されることを確認しています。
以上、４件、先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
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、４１番から４４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、申請どおり許可することに決定いたします。
続いて、第４号議案及び第５号議案でございます。この件につきま
しては事務局より内容の説明をお願いします。

事務局

第４号議案、第５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４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（２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２４ページの１番から２７ページ
の１４番までの合計１４件で、１番と２番が公社による買取り、３番
が公社からの売渡し、４番から１４番までが相対による売買です。面
積は１４件あわせまして、田、１万４３６０㎡、畑、１万９５８８㎡
の合計３万３，９４８㎡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２７ページの１５番から
３４ページの３０番までで、貸手１６名、借手１４名の件数１６件で
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す。契約期間別では、６年未満が９件、６年以上１０年未満が１件、
１０年以上が６件で、面積は１６件あわせまして、田、５万３４１０
㎡、畑、２万５００４㎡の、合計７万８４１４㎡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、飼料作物、畑作物、果樹、施設野菜、露地野菜です。
次に、再設定分です。明細３４ページの３１番から３６ページの３
５番までで、貸手５名、借手５名の件数５件です。契約期間別では、
６年未満が２件、１０年以上が３件で、面積は５件あわせまして、田、
１万３３９１㎡、畑、２７１㎡の、合計１万３６６２㎡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、麦、水稲、果樹、飼料作物、露地野菜、施設野菜です。
続きまして、第５号議案です。３７ページの表をごらんください。
こちらは農地中間管理機構との新規設定になります。明細３８ページ
の１番から４０ページの８番までで、貸手８名の件数８件です。契約
期間別では、６年未満が１件、１０年以上が７件で、面積は８件あわ
せまして、田、１万７６１８㎡、畑、６８４㎡の、合計１万８３０２
㎡です。権利の種類につきましては、賃借権。利用内容といたしまし
ては、水稲、畑作物を予定しています。
以上の案件につきましては、先の地区委員会で協議が行われ、全て
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４号議案及び第５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します。
続きまして、第６号議案、引き続き農業経営を行っている旨の証明
願い、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の調査
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。

６番

西冨大二郎委員
６番委員、西冨です。
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
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ます。１番の願出理由は、相続税の納税猶予継続のための証明願です。
願出人は専業農家で、東区山ノ内１丁目の畑５筆の全農地について、
願出人みずからが引き続き農業経営を行っていることを地元農業委員
が確認しております。以上、１番につきまして引き続き農業経営を行
っており、証明については何ら問題ない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、願出どおり証明することに決定いたします。
続きまして、２番。

４５番

山下知文委員
４５番委員、山下です。
２番について、地区委員会での審議結果を報告いたします。
２番につきましては、全ての農地が願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を確認されましたので、全筆を
証明することと地区委員会で協議いたしました。
以上、１件、地元農業委員がそれぞれ現地を調査し、地区委員会に
て以上の結果となりました。ご審議方よろしくお願いいたします。

議

長

ただいま、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、願出どおり証明することに決定いたします。
続きまして、追加議案を審議いたします。追加議案は２件あります
ので、まず１件目の説明を事務局からお願いします。

事務局

追加議案についてご説明いたします。２枚セットの用紙をごらんく
ださい。
第４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
（２号）についてご説明いたします。
次のページの明細をお開きください。こちらは公社による買取で、
面積は田、１９１１㎡で、売買価格は備考欄記載のとおりとなってお
ります。
－27－

先の地区委員会で協議が行われ、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。
追加議案第４号議案の説明につきましては以上です。
議

長

ただいま、追加議案について事務局より説明がございましたが、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、追加議案２件目です。事務局より説明をお願いします。

事務局

次に、農業経営基盤強化促進法第１６条第１項の規定による買入協
議を行う旨の通知の要請について、ご説明いたします。
平成２９年４月２０日、下記の所有者より利用権設定と所有権の移
転についてあっせんを受けたい旨の申出があったので、平成２９年４
月２４日に、農地中間管理機構等を含めた利用調整等を行いました。
しかし、出し手の提示する額と公社買取価格との間で格差があったた
め、調整は不調に終わりました。そのため、農業経営基盤強化促進法
第１６条第１項の規定により、熊本市長に対し同法第１６条第２項の
規定による申出者への通知をするよう要請するものです。
以上、追加議案についての説明を終わります。

議

長

ただいま、追加議案について事務局より説明がございましたが、こ
の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、説明のとおり実施することに決定いたしま
す。次第５の報告事項でございます。

事務局

報告事項、黄色の用紙になります。１番から１１番までの項目あり
ます。合計数で１１５件の報告事項が上がっております。
報告事項につきましては以上です。

議

長

次に、次第６のその他ですが、本日は報告事項が１件あります。事
務局より説明をお願いします。

事務局

事務局でございます。
職員の任免について報告がございます。配布しております資料をご
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らんください。２月２３日から休職しております北区分室の●●主査
でございますが、５月１日付で休職期間の延長が決定いたしました。
当初は４月３０日まででございましたが、６月３０日までと延長にな
りましたので、ここでご報告させていただきます。
議

長

ありがとうございました。事務局からの報告について何か質問あり
ませんか。

一

同

異議なし。

議

長

それでは、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、その事項、
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、これを議長に委任することに決定いたしました。
お疲れさまでございました。

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３３分

議事録署名
４番委員

上妻孝市

５番委員

藪田英明

書記

友安文崇
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