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第２３回大津町農業委員会定例総会議事録 

事務局   定刻になりました。皆さんお揃いですので、定例総会を始めてよろしいでしょ

うか。 

      それでは、西本職務代理者から開会の宣言をお願いいたします。 

職務代理   ご起立をお願いします。みなさんこんにちは。着席をお願いします。只今か

ら平成３１年４月、第２３回定例総会を開会いたします。 

事務局   ご着席ください。 

日程第１、開会、開会に当たり、吉良会長よりご挨拶をお願いいたします。 

会 長   皆さんこんにちは。 

（会長から挨拶あり） 

事務局   ありがとうございました。 

続きまして、会議の成立ですが、大津町農業委員会会議規則第６条に、「在任

する委員の過半数が出席しなければ開くことができない」となっております。 

本日は、全員の委員が出席されておられますので、総会が成立していること

をご報告いたします。 

次に議長選出ですが、同じく規則第４条に「会長が会議の議長となる。」とな

っておりますので、議事進行につきましては、会長にお願いします。 

会 長   それでは、議長ということですので議事を進めさせていただきます。 

日程第２、議事録署名委員の指名です。２番、永田哲也委員と、３番、古澤

亨委員にお願いします。 

   日程第３、会期の決定についてです。お諮りします。４月の第２３回定例総会

は、本日１日をもって終了としたいと思いますが、ご意見はございませんか。 

   賛成の方は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

   全員賛成と認めます。４月の第２３回定例総会は本日１日をもって終了としま

す。 

   議案審議に入ります。日程第４、議案第１号を上程いたします。事務局の説明

を求めます。 
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事務局   それでは、議案第１号農地法第３条に係る申請についてご説明いたします。今 

回１件の申請が出されています。議案書は１Ｐとなります。 

３条の１、申請人の住所・氏名・土地の表示につきましては、議案書及び調査 

書に記載のとおりでございます。調査書は１Ｐをお願いいたします。別添申請地 

見取図は１Ｐ～２Ｐをお願いいたします。 

農地法３条では、調査書に記載した各項目に該当する場合、いわゆる農業者

の要件を満たさない場合は許可できないとなっておりますので、これ以降は調

査書の項目に沿ってご説明いたします。 

申請地は大字大津地内にある、農地区分は、都市計画の用途区域内にある農

地で第３種農地です。申請理由は規模拡大に伴う所有権の移転です。 

２項第１号の全部効率利用要件は、保有機械・労働力・技術面から見て、取 

得した農地は効率的に利用できると見込まれ該当しません。 

２項第２号の農業生産法人以外の法人要件は個人の所有権移転のため該当し

ません。 

２項第３号の信託要件は信託ではないので該当しません。 

２項第４号の農作業従事要件は、取得者又は世帯員等の年間１５０日以上が

見込まれ該当しません。 

２項第５号の下限面積要件は耕作面積が５０ａ以上のため該当しません。 

２項第６号の転貸禁止要件は転貸に当たらないので該当しません。 

２項第７号の地域調和要件は人参の栽培を予定されており、周辺農地の利用

に支障はないものと考えられ該当しません。 

以上、１号から７号まで該当する場合は許可できませんが、該当する項目は

ないと思われます。よろしくお願いします。 

会 長    説明が終わりました。次に小委員会と現地調査の結果を、大津地区担当の坂本

委員からお願いいたします。 

坂本委員  現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

   申請地は大字大津地内の農地です。 

申請の内容は、住宅団地の緑ヶ丘西組とテクノタウン大津の間にある農地２

筆、１,５０６㎡を規模拡大のため購入し所有権の移転を行なうものです。 

譲渡人は高齢となり後継者もいないため、申請地を譲り渡すことになりまし

た。 

譲受人は夫婦で農業を営み、現在、人参などを栽培されており、農業機械及

び農地も保有し、労働力、営農技術も問題ないと思われます。小委員会の意見

も全員異議なし「許可相当」の意見でした。ご審議のほどよろしくお願いしま

す。 

会 長    事務局、担当農業委員の説明が終わりました。 
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次に、「農業委員会等に関する法律」第２９条第２項では、「推進委員は、そ

の担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、総会の会議に

出席して意見を述べることができる」となっております。 

大津地区担当は藤本推進委員です。今回の申請についてご意見等はございます

か。 

藤本委員  現地を見ましたが、耕作放棄地のような状態でした。農地としての状態に戻し 

てから所有権の移転をすべきではないでしょうか。 

事務局   藤本委員は耕作放棄地のようであるとおっしゃいましたが、耕運もして、畝も 

立ててあるように見えました。 

藤本委員  畝はあるが、何も植えられていない。あのままでは耕作放棄地のような状態な 

ので、そのまま所有権移転するのはどうか。 

坂本委員  耕作ができないから売却をするのであって、現況のままでよいのではないでし 

ょうか。 

会 長   竹が立っているといったような状態ではなかったので、耕作放棄地ではないと 

私は判断しました。 

藤本委員  農地としての適正な管理がされているとは思えない。所有権移転をするならき 

ちんと農地の状態に戻すべきではないでしょうか。そういう部分を締めていかな 

いと、何のための農業委員会かわからなくなる。 

古澤委員  「３年３作」というのがある。３年間は耕作をしてもらわなければならない。 

事務局   申請の段階で念押しをしてあります。許可ということになればさらに念押しを 

して、監視をしていきます。 

会 長   それでは審議に入ります。現地調査及び小委員会の結果は、許可相当の意見で 

す。他の委員の、ご意見、ご質問等はありませんか。 

（質問・異議なし） 

許可することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 
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全員賛成と認めます。 

   ３条の１の所有権の移転につきましては、許可と決定します。 

       続きまして日程第５、議案第２号を上程いたします。事務局の説明を求めます。 

事務局   それでは、議案第２号農地法第４条に係る申請についてご説明いたします。 

議案書は２Ｐをお願いいたします。今回１件の申請がなされております。 

４条の１ 申請人の住所、氏名、土地の表示につきましては、議案書に記載の 

とおりです。調査書は２Ｐ、見取図は３Ｐ～４Ｐをお願いいたします。 

 申請地は、大字真木地内の農地です。  

１の転用目的は山林への転用です。農地の区分は、他の農地区分に該当しない、

農業公共投資の対象となっていない１０ha未満の小集団の生産性の低い農地であ

ることから第２種農地と判断され、代替地の検討もされており、転用は可能です。 

２の資力及び信用については、植栽が行われており無断転用の状態です。以

上のことから新たな費用の発生はありません。なお、始末書が提出されていま

す。 

３の転用行為の妨げとなる権利については該当ありません。

４の遅滞なく供することの確実性については、事業計画書に基づく配置計画

図等も添付されており、許可後直ちに事業に着手し、平成３１年５月３１日ま

でに竣工される予定で問題ないと思われます。 

５の行政庁の免許、許可、認可等の処分の見込みについては該当ありません。

６の農地以外の土地の利用見込みについては該当ありません。 

７の申請に係る農地の面積の妥当性は、配置に不合理な点は見当たらず問題

ないと思われます。 

８の宅地の造成のみを目的とする場合はその妥当性については該当ありませ

ん。 

９の申請地が営農条件に支障を及ぼす恐れについては、集団農地の分断はな

く、日照、通風等への影響はないと思われ問題ないと思われます。 

１０の一時転用である場合には、その妥当性については該当ありません。 

１１の法令（条例を含む。）により義務付けられている行政庁との協議の進捗

状況については、該当ありません。 

なお、現況が山林ということで、別添現地写真を添付しております。２月定

例会で審議した農地の隣接地でございます。 

以上事務局の説明を終わります。 

会  長    説明が終わりました。次に現地調査と小委員会の結果を、真木地区ですので私

から説明をいたします。 
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   現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

申請地は大字真木地内で、真木地区と古城地区の間に位置する山林に囲まれ

おり、２月の定例総会で審議された同様の案件に隣接する農地です。２月の現

地調査で現地に入っており、徒歩で３０分ほどかかる場所にあるため、今回は

写真による判断とさせていただきます。 

申請の内容は、１筆、１,６７４㎡の農地に、杉・ヒノキを植栽する計画です

が、以前から杉等が植栽されており、無断転用の状態であったことから、始末

書が提出されております。 

申請者は、平成１９年に相続により申請地を引き継ぎましたが、相続時には

すでに杉・ヒノキの植栽がなされた山林であったとのことでした。取得以前及

び取得時に転用手続きを行う知識がなかったことから現在に至っています。今

回、財産の調査を行った結果、無断転用の事実がわかりました。周りはほとん

どが山林で木が生い茂っているため日当たりが悪く、農地としての利用が困難

であるため、始末書を添付し、正規の転用手続きを行ったことから今回の申請

となっています。 

周辺地の農地の分断はなく、日照、通風等への影響も問題ないと思われます。

現地調査後の小委員会審議では「転用やむなし許可相当」の意見でした。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いします。 

会 長    事務局、担当農業委員の説明が終わりました。 

      次に、最適化推進委員の意見がありましたらお願いいたします。 

真木地区担当は府内貢推進委員です。今回の申請についてご意見等はござい

ませんか。 

      （意見等なし） 

それでは審議に入ります。 

現地調査及び小委員会の結果は、「転用やむなし、許可相当」の意見です。他

の委員の、ご意見、ご質問等はありませんか。 

（質問・異議なし） 

許可相当に賛成の農業委員は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成と認めます。 

４条の１、山林への転用については、原案どおり可決とし、農業委員会の意

見書を添えて許可権者である県へ提出します。 

続きまして日程第６、議案第３号を上程いたします。事務局の説明を求めます。 

事務局     それでは、議案第３号農地法第５条に係る申請についてご説明いたします。 

議案書は、３Ｐをお願いいたします。今回は６件の申請がなされております。 
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５条の１ 申請人の住所、氏名、土地の表示につきましては、議案書に記載の 

とおりです。調査書は３Ｐ、見取図は５Ｐ～６Ｐをお願いいたします。 

１の転用目的は太陽光発電設備への転用で、賃借権の設定による転用です。

農地の区分は、都市計画区域の用途区域内にある第１種住居地域となっている

ことから第３種農地と判断され、転用は可能です。 

２の資力及び信用については、金融機関の残高証明書の添付があり、資金計

画を融資額が上回っております。 

３の転用行為の妨げとなる権利については該当ありません。

４の遅滞なく供することの確実性については、事業計画書に基づく配置計画

図等も添付されており、許可後直ちに事業に着手し、平成３１年７月２０日ま

でに竣工される予定で問題ないと思われます。 

５の行政庁の免許、許可、認可等の処分の見込みについては該当ありません。

６の農地以外の土地の利用見込みについては該当ありません。 

７の申請に係る農地の面積の妥当性は、各施設の配置に不合理な点は見当た

らず問題ないと思われます。 

８の宅地の造成のみを目的とする場合はその妥当性は、該当ありません。 

９の申請地が営農条件に支障を及ぼす恐れについては、集団農地の分断はな

く、日照、通風等への影響はないと思われ問題ないと思われます。 

１０の一時転用である場合には、その妥当性については該当ありません。 

１１の法令（条例を含む。）により義務付けられている行政庁との協議の進捗

状況については該当ありません。 

以上事務局の説明を終わります。 

会  長    説明が終わりました。次に現地調査と小委員会の結果を、新地区ですので、 

池田農業委員から説明をお願いいたします。 

池田委員   現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

申請地は大字新地内で、大津中学校の南側に位置する新集落内にある農地で

す。 

以前は畑として野菜などを栽培されていましたが、現在は高齢のため未利用

の状態となっていました。申請地は自宅に隣接しており十分な設備管理ができ

ることなどから今回の申請となっています。 

農地の分断はなく、日照、通風等への影響も問題ないと思われます。現地調

査後の小委員会審議では「許可相当」の意見でした。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いします。 

会  長    事務局と地区委員の説明が終わりました。 

      次に、最適化推進委員の意見がありましたらお願いいたします。 

新地区担当は西本推進委員です。今回の申請についてご意見等はございま 
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  せんか。 

    （意見等なし） 

それでは審議に入ります。 

現地調査及び小委員会の結果は、許可相当の意見です。他の委員の、ご意見、

ご質問等はありませんか。 

（質問・異議なし） 

許可相当に賛成の農業委員は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成と認めます。 

５条の１、太陽光発電設備への転用での賃借権の設定については、原案どおり

可決とし、農業委員会の意見書を添えて許可権者である県へ提出します。 

続きまして、５条の２について事務局の説明を求めます。 

事務局      続きまして、５条の２についてご説明いたします。 

５条の２ 申請人の住所、氏名、土地の表示につきましては、議案書に記載

のとおりです。調査書は４Ｐ、見取図は７Ｐ～８Ｐをお願いいたします。 

申請地は大字灰塚地内にある農地です。 

１の転用目的は個人住宅への転用で、所有権の移転です。概ね１０ha 以上の

規模の一団の農地の区域内にある農地で第１種農地ですが、例外規定の住宅そ

の他申請地の周辺の地域において、居住する者の日常生活上又は業務上必要な

施設で集落に接続して設置されるものと判断され、転用は可能です。 

２の資力及び信用については、金融機関の融資証明書の添付があり、資金計

画を預金額が上回っております。

３の転用行為の妨げとなる権利（抵当権等）については該当ありません。 

４の遅滞なく供することの確実性については、事業計画書に基づく配置計画

図等も添付されており、許可後直ちに事業に着手し、平成３１年１２月３１日

までに竣工される予定で問題ないと思われます。 

５の行政庁の免許、許可、認可等の処分の見込みは該当ありません。

６の農地以外の土地の利用見込みは該当ありません。 

７の申請に係る農地の面積の妥当性は、各施設の配置に不合理な点は見当た

らず問題ないと思われます。 

８の宅地の造成のみを目的とする場合はその妥当性は、該当ありません。 

９の申請地が営農条件に支障を及ぼす恐れについては、集団農地の分断はな

く、日照、通風等への影響はないと思われ問題ないと思われます。 

１０の一時転用である場合には、その妥当性については該当ありません。 

１１の法令（条例を含む。）により義務付けられている行政庁との協議の進捗

状況については、該当ありません。 
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以上事務局の説明を終わります。 

会  長    説明が終わりました。次に現地調査と小委員会の結果を、灰塚地区ですので 

池田農業委員から説明をお願いいたします。 

池田委員   現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

   申請地は大字灰塚地内、灰塚地区集会所、共同墓苑の近くに位置する農地です。 

申請の内容ですが、申請人は現在、社宅に住まわれていますが、手狭になった

ため居住地を探していたところ、実家の阿蘇と熊本市の中間に位置し、近隣には

公共施設などもあり、静かで環境もよく住宅地に適しているため申請地を選定さ

れました。農地１筆、４８９㎡に木造２階建て住宅を建築する計画となっていま

す。 

農地の分断はなく、日照、通風等への影響も問題ないと思われます。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

会 長    担当農業委員の説明が終わりました。 

      次に、最適化推進委員の意見がありましたらお願いいたします。 

灰塚地区担当は西本推進委員です。今回の申請についてご意見等はございます 

か。 

（意見等なし） 

それでは審議に入ります。 

現地調査及び小委員会の報告がありました。他の委員の、ご意見、ご質問等は

ありませんか。 

（質問・異議なし） 

許可相当に賛成の方は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成と認めます。 

    ５条の２ 個人住宅への転用で所有権の移転については、原案どおり可決とし、

農業委員会の意見書を添えて許可権者である県へ提出します。 

続きまして、５条の３について事務局の説明を求めます。 

事務局    続きまして５条の３についてご説明いたします。 

５条の３ 申請人の住所、氏名、土地の表示につきましては、議案書に記載

のとおりです。調査書は５Ｐ、見取図は９Ｐ～１０Ｐをお願いいたします。 

申請地は大字平川地内の農地です。 

１の転用目的は倉庫への転用で、賃借権の設定です。農地の区分は、道路、

下水道その他の公共施設又は鉄道の駅、その他の公益的施設の整備されている
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区域内にある農地になることから第３種農地と判断され、転用は可能です。 

２の資力及び信用については、金融機関の残高証明の添付があり、資金計画

を融資額が上回っております。 

３の転用行為の妨げとなる権利（抵当権等）については該当ありません。 

４の遅滞なく供することの確実性については、事業計画書に基づく配置計画

図等も添付されており、許可後直ちに事業に着手し、平成３２年３月３１日ま

でに竣工される予定で問題ないと思われます。 

５の行政庁の免許、許可、認可等の処分の見込みは該当ありません。

６の農地以外の土地の利用見込みは、該当ありません。 

７の申請に係る農地の面積の妥当性は、配置に不合理な点は見当たらず問題

ないと思われます。 

８の宅地の造成のみを目的とする場合はその妥当性は、該当ありません。 

９の申請地が営農条件に支障を及ぼす恐れについては、集団農地の分断はな

く、日照、通風等への影響はないと思われ問題ないと思われます。 

１０の一時転用である場合には、その妥当性については該当ありません。 

１１の法令（条例を含む。）により義務付けられている行政庁との協議の進捗

状況については該当ありません。 

以上事務局の説明を終わります。 

会  長    説明が終わりました。次に現地調査と小委員会の結果を、平川地区ですので私

から説明をいたします。 

吉良会長   現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

   申請地は大字平川の多々良地内で、多々良区集会所東側に位置する農地です。 

申請の内容ですが、金型、部品及び資材保管用の倉庫新築となっています。業

務量の増大により現在の敷地では手狭になったため、隣接地での拡張を検討し作

業効率面などの関係から今回の申請となっています。 

申請地周辺は、農地の分断はなく、日照、通風等への影響も問題ないと思わ

れます。現地調査後の小委員会審議では「許可相当」の意見でした。 

ご審議
し ん ぎ

のほどよろしくお願いします。 

会 長    事務局、担当農業委員の説明が終わりました。 

      次に、最適化推進委員の意見がありましたらお願いいたします。 

平川地区担当は府内貢推進委員です。今回の申請についてご意見等はございま

すか。 

（意見等なし） 

それでは審議に入ります。 



10 

現地調査及び小委員会の結果は、許可相当の意見です。他の委員の、ご意見、

ご質問等はありませんか。 

（質問・異議なし） 

許可相当に賛成の方は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成と認めます。 

５条の３、倉庫への転用での賃借権設定については、原案どおり可決とし、

農業委員会の意見書を添えて許可権者である県へ提出します。 

続きまして、５条の４について事務局の説明を求めます。 

事務局    続きまして５条の４についてご説明いたします。 

５条の４ 申請人の住所、氏名、土地の表示につきましては、議案書に記載

のとおりです。調査書は６Ｐ、見取図は１１Ｐ～１２Ｐをお願いいたします。 

申請地は大字杉水地内の農地です。 

１の転用目的は建売住宅への転用で、所有権の移転です。農地の区分は、概

ね１０ha 以上の規模の一団の農地の区域内にある農地で第１種農地ですが、例

外規定の住宅その他申請地の周辺の地域において、居住する者の日常生活上又

は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるものと判断され、転用は可能

です。 

２の資力及び信用については、金融機関の融資証明の添付があり、資金計画

を融資額が上回っております。 

３の転用行為の妨げとなる権利（抵当権等）については該当ありません。 

４の遅滞なく供することの確実性については、事業計画書に基づく配置計画

図等も添付されており、許可後直ちに事業に着手し、平成３１年１２月３１日

までに竣工される予定で問題ないと思われます。 

５の行政庁の免許、許可、認可等の処分の見込みは該当ありません。

６の農地以外の土地の利用見込みは、該当ありません。 

７の申請に係る農地の面積の妥当性は、配置に不合理な点は見当たらず問題

ないと思われます。 

８の宅地の造成のみを目的とする場合はその妥当性は、該当ありません。 

９の申請地が営農条件に支障を及ぼす恐れについては、集団農地の分断はな

く、日照、通風等への影響はないと思われ問題ないと思われます。 

１０の一時転用である場合には、その妥当性については該当ありません。 

１１の法令（条例を含む。）により義務付けられている行政庁との協議の進捗

状況については該当ありません。 

以上事務局の説明を終わります。 
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会  長    説明が終わりました。次に現地調査と小委員会の結果を、杉水地区ですので 

古澤農業委員から説明をお願いいたします。 

古澤委員   現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

   申請地は大字杉水地内で、護川小学校の東側に位置する農地です。 

申請の内容ですが、譲受人は不動産業を営んでおり、申請地周辺は近年宅地化

が進み、近くには学校や保育所もあり、閑静なところで住環境のととのった場所

のため今回の計画となりました。 

申請地周辺は、農地の分断はなく、日照、通風等への影響も問題ないと思わ

れます。現地調査後の小委員会審議では「許可相当」の意見でした。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

会 長    事務局、担当農業委員の説明が終わりました。 

      次に、最適化推進委員の意見がありましたらお願いいたします。 

杉水地区担当は上村推進委員です。今回の申請についてご意見等はございます

か。 

（意見等なし） 

それでは審議に入ります。 

現地調査及び小委員会の結果は、「許可相当」の意見です。他の委員の、ご意

見、ご質問等はありませんか。 

（質問・異議なし） 

許可相当に賛成の方は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成と認めます。 

５条の４、建売住宅への転用での所有権移転については、原案どおり可決と

し、農業委員会の意見書を添えて許可権者である県へ提出します。 

続きまして、５条の５について事務局の説明を求めます。 

事務局    続きまして５条の５についてご説明いたします。 

５条の５ 申請人の住所、氏名、土地の表示につきましては、議案書に記載

のとおりです。調査書は７Ｐ、見取図は１３Ｐ～１４Ｐをお願いいたします。 

申請地は大字矢護川地内の農地です。 

１の転用目的は太陽光発電設備への転用で、賃借権の設定です。概ね１０ha

以上の規模の一団の農地の区域内にある農地で第１種農地ですが、例外規定の

申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供する

ために行うものであって、全体の土地の面積に占める割合が３分の１以下であ

るものと判断され、転用は可能です。 
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２の資力及び信用については、金融機関等の残高証明書の添付があり、資金

計画を融資額が上回っております。 

３の転用行為の妨げとなる権利については該当ありません。

４の遅滞なく供することの確実性については、事業計画書に基づく配置計画

図等も添付されており、許可後直ちに事業に着手し、平成３２年３月３１日ま

でに竣工される予定で問題ないと思われます。 

５の行政庁の免許、許可、認可等の処分の見込みについては該当ありません。

６の農地以外の土地の利用見込みについては該当ありません。 

７の申請に係る農地の面積の妥当性は、各施設の配置に不合理な点は見当た

らず問題ないと思われます。 

８の宅地の造成のみを目的とする場合はその妥当性については、該当ありま

せん。 

９の申請地が営農条件に支障を及ぼす恐れについては、集団農地の分断はな

く、日照、通風等への影響はないと思われ問題ないと思われます。 

１０の一時転用である場合には、その妥当性については該当ありません。 

１１の法令（条例を含む。）により義務付けられている行政庁との協議の進捗

状況については、県北広域本部林務課と協議中であります。 

以上事務局の説明を終わります。 

会  長    説明が終わりました。次に現地調査と小委員会の結果を、矢護川地区ですので

永田哲也農業委員から説明をお願いいたします。 

永田委員   現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

申請地は大字矢護川地内の農地です。平川下猿渡地区と矢護川新開地区の 

中間に位置する町道沿いの農地です。 

申請の内容は、１筆、４３７㎡の農地及び山林１０筆、５４,００１㎡、合計

５４,４３８㎡の土地に太陽光パネル９,００４枚、出力２,３８６.０６kw 発電

する太陽光発電設備を整備する計画です。計画地が広大な土地を利用する計画

となっているため、雨水処理などについて、現在、県北広域本部林務課と林地

開発協議が行われております。また、隣接土地所有者の同意書もとられていま

す。 

    申請地周辺は農地の分断はなく、日照、通風等への影響も問題ないと思われ

ます。現地調査後の小委員会審議では、「許可相当」の意見でした。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

会 長    事務局、担当農業委員の説明が終わりました。 

      次に、最適化推進委員の意見がありましたらお願いいたします。 

矢護川区担当は西岡推進委員です。今回の申請についてご意見等はございま

せんか。 
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    （意見等なし） 

それでは審議に入ります。 

現地調査及び小委員会の結果は、許可相当の意見です。他の委員の、ご意見、

ご質問等はありませんか。 

（質問・異議なし） 

許可相当に賛成の農業委員は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成と認めます。 

５条の５、太陽光発電設備への転用での賃借権設定については、原案どおり

可決とし、農業委員会の意見書を添えて許可権者である県へ提出します。 

続きまして、５条の６について事務局の説明を求めます。 

事務局    続きまして５条の６について、ご説明いたします。 

５条の６ 申請人の住所、氏名、土地の表示につきましては、議案書に記載

のとおりです。調査書は８Ｐ、見取図は１５Ｐ～１６Ｐをお願いいたします。 

申請地は大字大津地内の農地です。 

１の転用目的は個人住宅への転用で、所有権の移転です。概ね１０ha 以上の

規模の一団の農地の区域内にある農地で第１種農地ですが、例外規定の住宅そ

の他申請地の周辺の地域において、居住する者の日常生活上又は業務上必要な

施設で集落に接続して設置されるものと判断され、転用は可能です。 

２の資力及び信用については、金融機関の融資証明書の添付があり、資金計

画を融資額が上回っております。 

３の転用行為の妨げとなる権利については該当ありません。

４の遅滞なく供することの確実性については、事業計画書に基づく配置計画

図等も添付されており、許可後直ちに事業に着手し、平成３１年８月３１日ま

でに竣工される予定で問題ないと思われます。 

５の行政庁の免許、許可、認可等の処分の見込みについては該当ありません。

６の農地以外の土地の利用見込みについては該当ありません。 

７の申請に係る農地の面積の妥当性は、各施設の配置に不合理な点は見当た

らず問題ないと思われます。 

８の宅地の造成のみを目的とする場合はその妥当性については、該当ありま

せん。 

９の申請地が営農条件に支障を及ぼす恐れについては、集団農地の分断はな

く、日照、通風等への影響はないと思われ問題ないと思われます。 

１０の一時転用である場合には、その妥当性については該当ありません。 

１１の法令（条例を含む。）により義務付けられている行政庁との協議の進捗

状況については、該当ありません。 
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以上事務局の説明を終わります。 

会  長    説明が終わりました。次に現地調査と小委員会の結果を、大津地区ですので 

坂本農業委員から説明をお願いいたします。 

坂本委員   現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

申請地は大字大津地内の農地で、セブンイレブン熊本大津美咲野店の北東側

に位置する農地です。 

申請の内容は、通勤や子育てに適した環境にある家族所有の農地、１筆 

４５６㎡に木造２階建ての個人住宅を整備する計画です。 

    申請地周辺は農地の分断はなく、日照、通風等への影響も問題ないと思われ

ます。現地調査後の小委員会審議では、「許可相当」の意見でした。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

会 長    事務局、担当農業委員の説明が終わりました。 

      次に、最適化推進委員の意見がありましたらお願いいたします。 

大津地区担当は藤本推進委員です。今回の申請についてご意見等はございませ

んか。 

    （意見等なし） 

それでは審議に入ります。 

現地調査及び小委員会の結果は、許可相当の意見です。他の委員の、ご意見、

ご質問等はありませんか。 

（質問・異議なし） 

許可相当に賛成の農業委員は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成と認めます。 

５条の６個人住宅への転用での所有権移転については、原案どおり可決とし、

農業委員会の意見書を添えて許可権者である県へ提出します。 

続きまして日程第７、議案第４号について上程します。事務局より説明を求め 

ます。 

事務局 議案書の４Ｐ～７Ｐをお願いします。議案第４号農業経営基盤強化促進法第１

８条第１項の規定による農用地利用集積計画、利用権設定の決定についてご説明

申し上げます。

      農地の権利移動については、農地法３条に基づく農業委員会の許可を受ける必

要がありますが、例外規定があります。その１つが担い手となる経営体を育成す
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るために作られた農業経営基盤強化促進法に基づく農地集積計画による農地の

貸借や所有権の移転です。農地集積計画は市町村が作成し、農業委員会の決定を

経て市町村が公告を行なうことで効力が発生します。 

今月の利用権設定申出書・計画書の件数は１２件です。 

１番から４番が再設定で、５番から１２番が新規の申請となっております。申

出書面積の合計は５０，１８０㎡です。 

貸人、借人、経営面積、利用権を設定する農地につきましては、議案書に記

載のとおりです。 

個別の内容につきましては、利用権の種類、利用権の内容、期間、１０ａ当 

りの賃借料の順に説明いたします。 

４Ｐをお願いします。 

番号 １、使用貸借権、野菜、１年 

番号 ２、賃借権、人参、１０年、１万５千円 

番号 ３、賃借権、人参、１０年、１万５千円 

番号 ４、賃借権、人参、１年、１万５千円 

５Ｐをお願いします。 

ここから、新規となります。 

番号 ５、賃借権、米・麦・大豆、３年、１万５千円、２万円 

番号 ６、賃借権、米・麦・大豆、３年、２万円 

番号 ７、賃借権、米・麦・大豆、３年、２万円 

６Ｐをお願いします。 

番号 ８、使用貸借権、甘藷、１０年 

番号 ９、賃借権、甘藷、１０年、１万円

番号１０、賃借権、甘藷、１０年、１万円 

７Ｐをお願いします。 

番号１１、賃借権、甘藷、１０年、１万円 

番号１２、賃借権、甘藷、１０年、１万円 

以上１２件です。この計画は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の要

件である町が定める基本構想に適合し、借人は権利設定後も効率的な農地利用

や常時農作業に従事すると認められる者であると思われます。以上で説明を終

わります。 

会 長   事務局の説明が終わりました。 

それでは審議に入ります。 

農用地利用集積計画の利用権設定についてご意見・ご質問等はございません

か。 
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（意見・ご質問なし） 

それでは、大津町長が定めた農用地利用集積計画について、これを決定する

ことに賛成の農業委員は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成と認めます。 

議案第４号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用

集積計画の利用権設定につきましては、原案どおり承認・決定といたします。 

   続きまして日程第８、議案第５号について上程します。事務局より説明を求め

ます。 

事務局 議案書の８Ｐをお願いします。農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による

農用地利用集積計画、所有権移転の決定にについて説明いたします。 

法的な位置づけは議案３号と同様です。 

大津町の場合の所有権移転は、抵当権等の整理・代金支払い・登記事務など農

業者が安心して所有権の移転ができること、また、農地集積を図るための県内唯

一公的機関であり、大津町も含めた県内の自治体が出資している団体である「財

団法人熊本県農業公社」が、農業経営基盤強化促進法に基づき農地中間管理機構

の事業の特例として実施する「農地売買等事業」を活用し実施しています。農振

農用地区域内の農地が対象です。 

今月の所有権移転申出書・計画書の件数は４件です。 

譲渡人、譲受人、所有権を移転する農用地、所有権移転内容につきましては議

案書に記載のとおりです。 

申出書面積の合計は、７,９４７㎡、対価の合計は、４,７６８,２００円です。 

番号１から番号３につきましては、譲渡人の高齢化・規模縮小に伴い、農業公

社が買入れる計画です。番号４につきましては、担い手に農地を集約するために

農業公社が買入れる計画です。 

以上の４件については、同日に通常の所有権移転申出書による買入れを行った

ため、譲渡所得の特別控除（租税特別措置法第３４条の３）の対象となり、譲渡

所得の特別控除額は、８,０００,０００円となります。 

以上で説明を終わります。 

会 長  事務局の説明が終わりました。 

それでは審議に入ります。 

     農用地利用集積計画の所有権移転について、ご質問・ご意見は、ございませんか。 

          （ 審 議 ） 

         異議のない委員は、挙手をお願いします 

          （全員挙手） 
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  全員異議なしと認めます。 

議案第５号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による、農用地利用

集積計画の所有権移転につきましては、原案どおり承認・決定といたします。 

 続きまして日程第９、報告第１号について上程します。事務局の説明を求め

ます。 

事務局 議案書の９Ｐをお願いします。 

報告第１号について説明いたします。 

申請人の住所・氏名・土地の表示につきましては、報告書に記載のとおりで

ございます。 

今回の案件は、農地法第５条第１項の規定に基づく許可について、事業計画

変更申請がありましたので報告いたします。平成２９年９月に開催された第３

回定例総会で審議され、平成２９年９月２６日、熊本県指令農担第１０８号で

許可されております。変更内容としましては、工期の変更になります。当初計

画では、平成２９年９月２６日に着工し、平成３０年３月１０日に完成予定と

なっていたのを、平成３１年８月３１日に完成予定に変更するものです。計画

どおり事業が遂行できない理由としまして、既存施設の解体工事に係る、認定

土木業者の選定において、熊本震災に伴い施工業者の確保が困難となったこと。

測量・境界確定作業を進めるにあたり、一部地権者との折衝に時間がかかった

こと。太陽光発電資材の生産・流通の長期に亘る遅延が生じたことがあげられ

ています。 

以上、報告いたします。 

会 長 報告第１号の説明が終了しました。ご質問・ご意見は、ございませんか。 

（ 意見・質問なし ） 

続きまして日程第１０、報告第２号について上程します。事務局の説明を求め

ます。 

事務局 議案書の１０Ｐをお願いします。 

報告第２号について説明いたします。貸人、借人、利用権を設定する農地、

設定する利用権につきましては、議案書に記載のとおりでございます。 

            農地法第５条第１項第７号及び同法施行規則第５３条第１項第１１号の規定

により、電気事業者が送電用電気工作物等の敷地に供するための権利を取得する

ためにするものです。 

      具体的には、大字町の灰塚集落の東側の圃場整備地内の既存鉄塔の老朽化に伴

う建替えが計画されています。今回の申請地は、農地を工事用地として平成３１

年９月３０日まで一時的に転用するもので、工事終了後は農地として復元されま
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す。法の規定により、電気通信事業法に基づく転用については、農地法第５条の

許可は不要となりますのでご報告いたします。 

会 長 報告第２号の説明が終了しました。ご質問・ご意見は、ございませんか。 

（ 意見・質問なし ） 

   続きまして日程第１１、その他です。 

事務局から何か審議案件はありますか。 

事務局   ・５月の現地調査及び小委員会予定について 

（案は H31.4/25(水) 午前 9 時 00 分～） 

・５月の定例総会予定について 

（案は H31.5/10(金) 午前 9 時 30 分～） 

会 長   他にございませんか。何もなければ、本日、農業委員会に付託してありました

議事日程につきましては、すべて終了しました。最後に閉会を、西本職務代理者

にお願いします。 

職務代理  これをもちまして、平成３１年４月の第２３回農業委員会定例総会を終了いた

します。大変お疲れ様でした。 


