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【６月 第２５回定例総会議事録 別紙】 

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「おはようございます」着席をお願いしま

す。只今から令和元年６月、第２５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「おはようございます」。 

※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、永田哲也委員より欠席届が提出されていますが、過半数が出席され

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。６番、永田典治委員と、７番、 

   古庄くみ子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。６月の第２５回定例総会

は、本日１日を持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。６月の第２５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３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。 

申請地は大字灰塚地内にある、１０ｈａ以上の広がりのある集団農地である

第１種農地です。申請理由は贈与による所有権の移転です。 

  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号の農地所有適格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。 

（※農地等を信託財産とする信託の引き受けはＪＡ又は中間管理機構に限られる） 

 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米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、灰塚地区ですので、

池田農業委員からお願いいたします。 

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の農地です。 

申請の内容は、灰塚集落北側の第１種農地３筆、合計８,５５８㎡を、贈与に

より所有権の移転を行なうものです。 

農地取得後は米の栽培が予定されています。灰塚農事組合法人の活動へも協

力的です。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。 
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会 長    事務局、担当農業委員の説明が終わりました。 

      「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。 

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。 

   ３条の１の贈与による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、３条の２、３条の３につきましては、譲受人・理由が同じになり

ますので、一括して事務局の説明を求めます。 

事務局   続きまして、３条の２についてご説明いたします。 

調査書は２Ｐ、見取図は３Ｐ～４Ｐをお願いいたします。 

申請地は大字矢護川地内にある、１０ｈａ以上の広がりのある集団農地であ

る第１種農地です。申請理由は売買による所有権の移転です。 

３条の３についてご説明いたします。 

調査書は３Ｐ、見取図は５Ｐをお願いいたします。 

申請地は大字矢護川地内にある、１０ｈａ以上の広がりのある集団農地であ

る第１種農地です。申請理由は売買による所有権の移転です。 

  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号の農地所有適格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。 

（※農地等を信託財産とする信託の引き受けはＪＡ又は中間管理機構に限られる） 

 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。 
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 ２項第７号の地域調和要件は甘藷の栽培を予定されており、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、矢護川地区で永田農

業委員のところですが欠席です。当日出席された古庄すま子農業委員からお願い

いたします。 

古庄委員   現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

３条の２の申請地は、平川下猿渡区と矢護川新開の間にある畑総地帯内に位

置する農地です。 

３条の３の申請地は、旧矢護川小学校北側に位置する農地です。 

     申請の内容は、甘藷の栽培による規模拡大となっています。２件とも農業後継者

がいなく耕作できなくなったため、意欲のある譲受人へ売り渡すことになりました。 

   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。 

矢護川地区担当は西岡推進委員です。今回の申請についてご意見はございま

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。 

３条の２、３条の３の売買による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５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５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４Ｐ、見取図は６Ｐ～７Ｐをお願いいたします。 

申請地は大字森地内の農地です。 

１の転用目的は個人住宅への転用で所有権移転です。 

農地の区分は、１０ha 以上の広がりのある第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

な施設で集落接続して設置されるものに該当し転用は可能です。 

２の資力及び信用については、県道拡幅工事移転補償で全額まかなわれ問題

ないと思われます。 

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、令和２年７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。 

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、森地区ですので永田

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。 

申請地は大字森地内で、県道瀬田竜田線、白川保育園近くのファミリーマート

東側の農地です。 

申請の内容は、県道瀬田竜田線の拡幅工事に伴い自宅を提供するための代替

地として１筆、４９９㎡の農地に個人住宅を建築する計画です。 

申請地に隣接する農地及び農地の分断はなく、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。 
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森地区担当は宮本推進委員です。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１、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、５条の２について事務局の説明を求めます。 

事務局   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５Ｐ、見取図は８Ｐ～９Ｐをお願いいたします。 

申請地は大字森地内の農地です。 

１の転用目的は共同住宅への転用で所有権移転です。 

農地の区分は、都市計画の用途区域内にある第２種低層住居専用地域となっ

ていることから第３種農地に該当し転用は可能です。 

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

画分の融資が見込めます。 

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、令和２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、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、森地区ですので永田

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。 

申請地は大字森地内で、県道山西大津線の東側、国道５７号線とＪＲ豊肥線の

中間に位置する農地です。 

申請の内容は、申請地付近には工場等が多数立地しており、住居が不足して

いるとのことで共同住宅の建築を計画していたところ、譲渡人との交渉が成立

したため１筆、１,１２８㎡の農地に１０戸分の共同住宅を建築する計画です。 

申請地に隣接する農地及び農地の分断はなく、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。 

森地区担当は宮本推進委員です。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２、共同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３について事務局の説明を求めます。 

事務局   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６Ｐ、見取図は１０Ｐ～１１Ｐ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の転用目的は個人住宅への転用で所有権移転です。 

農地の区分は、１０ha 以上の広がりのある第１種農地ですが、例外規定の住
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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

な施設で集落接続して設置されるものに該当し転用は可能です。 

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

画分の融資が見込めます。 

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、令和２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、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、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、国道３２５号線セブンイレブン熊本大津杉水店の西

側、県道熊本大津線に隣接する農地です。 

申請の内容は、現在借家住まいで子供の小学校入学に伴い手狭となったため、

学校近くの父親所有の土地を譲り受け、１筆、４９７㎡の農地に個人住宅を 

建築する計画です。 

申請地に隣接する農地及び農地の分断はなく、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。 

杉水地区担当は松永推進委員です。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） 
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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３、個人住宅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、５条の４について事務局の説明を求めます。 

事務局   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７Ｐ、見取図は１２Ｐ～１３Ｐをお願いいたします。 

申請地は大字吹田地内の農地です。 

１の転用目的は資材置場への転用で所有権の移転です。 

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となり第２種農地に該当し転用は

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

画分を上回る残高があります。 

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、令和元年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、配置計画等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、吹田地区ですので西

本農業委員から説明をお願いいたします。 

西本委員   現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

申請地は大字吹田地内で、吹田団地入口交差点ファミリーマートの北側に隣接

する農地です。 

申請の内容は、各種建設用資材の保管場所が不足していることから、新たに

資材置場を増設することを検討し場所を探していたところ、利便性が良く、車

両の駐車スペース等の十分な敷地が確保できることから１筆、４,０９７㎡の農

地、山林１４２㎡及び里道９７㎡の事業面積４,３３６㎡に資材置場を設置する

計画です。 

申請地に隣接する農地及び農地の分断はなく、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。 

吹田地区担当は大田黒推進委員です。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４、資材置場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   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８Ｐ、見取図は１４Ｐ～１５Ｐ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の転用目的は農業用倉庫への転用で所有権移転です。 

農地の区分は、１０ha 以上の広がりのある第１種農地ですが、例外規定の農
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業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設その他地域の農業の振興

に資する施設の用に供するため行われるものに該当し転用は可能です。 

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

画分の融資が見込めます。 

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、令和２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。 

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。 

   現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

申請地は大字平川地内で、本田技研熊本製作所南門進入路の南側に位置する農

地です。 

申請の内容は、近年の健康志向により注文が増加し既存の倉庫では手狭とな

り事業拡大を計画することとなり、利便性・十分な敷地面積の立地条件を満た

している申請地、農地１筆、２７７７㎡及び里道２１９.８５㎡の合計２９９６.

８５㎡の事業面積に農業用倉庫を建築する計画です。 

申請地に隣接する農地及び農地の分断はなく、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。 

平川地区担当は宇野推進委員です。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、農業用倉庫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   議案書の３Ｐ～９Ｐをお願いします。議案第３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２４件です。 

１番から１４番が再設定で、１５番から２４番が新規の申請となっております。

申出書面積の合計は１０４，４５３㎡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。 

３Ｐをお願いします。 

番号 １、使用貸借権、米・麦・大豆、５年 

番号 ２、賃借権、米、５年、２万円 

番号 ３、使用貸借権、野菜、３年 

番号 ４、賃借権、米・麦、１０年、米１俵 

番号 ５、賃借権、米・麦、１０年、米１俵 
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４Ｐをお願いします。 

番号 ６、賃借権、野菜、５年、１万円 

番号 ７、賃借権、米・麦・大豆、３年、２万円 

５Ｐをお願いします。 

番号 ８、使用貸借権、飼料、１０年 

番号 ９、賃借権、野菜、５年、１万円 

番号１０、使用貸借権、牧草、５年 

番号１１、賃借権、飼料、５年、１万円 

６Ｐをお願いします。 

番号１２、賃借権、米・麦、２年、１万４千円 

番号１３、使用貸借権、野菜・米、１０年 

７Ｐをお願いします。 

番号１４、賃借権、米・甘藷苗床、５年、米１、５俵 

ここから、新規となります。 

番号１５、賃借権、ＷＣＳ・人参、３年、２万 

番号１６、賃借権、ＷＣＳ・人参、３年、２万円 

         人参、３年、１万円 

８Ｐをお願いします。 

番号１７、賃借権、人参、３年、１万円 

番号１８、賃借権、麦・甘藷、５年、１万円 

番号１９、賃借権、小松菜・ほうれん草、５年、２万円 

９Ｐをお願いします。 

番号２０、賃借権、ＷＣＳ・牧草、５年、１万円 

番号２１、賃借権、米、５年、２万円 

番号２２、賃借権、甘藷、５年、１万円 

番号２３、賃借権、甘藷、５年、１万円 

番号２４、賃借権、甘藷、５年、１万円 

以上２４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。 

（意見・質問なし） 
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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３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１０Ｐ～１１Ｐをお願いいたします。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ついて説明いたします。 

   法的な位置づけは議案第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、６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、１８,８９６㎡、対価の合計は、１２,９４４,７７８円

です。 

番号１から番号２につきましては、農業後継者がいないため農業公社が買い入

れる計画です。 

   番号１、番号２の２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。 

番号３につきましては、１２月総会で審議した、公社買い入れの農地１筆を町

外の担い手経営体へ売り渡すものです。売り渡し単価は、公社手数料を含んで８

６２,２７１円／１０aです。 

番号４から番号６につきましては、１月議会で審議した、公社買い入れ農地を

町内の担い手経営体へ売り渡すものです。売り渡し単価は、公社手数料を含んで 

４番については、８１６,０００円／１０aです。 

５番については、５１０,０００円／１０aです。 

６番については、８１６,０００円／１０aです。 
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      以上説明を終わります。 

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意見・ご質問等はございませんか。 

      （意見・質問なし） 

会 長   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 

とに賛成の方は、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８、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１２Ｐ～１３Ｐをお願いします。 

報告１号について説明いたします。申請者・転用をしようとする土地の所在に 

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１号の規定により、熊本県が公共事業用地として転用す 

るものです。 

具体的には、大字下町の国道４４３号線、大字森の県道瀬田竜田線、大字錦野

の県道瀬田熊本線の道路改築事業に伴う事業用地として転用するものです。以上

の場合は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。 

（質問・意見なし） 

続きまして日程第９、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１４Ｐ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、大字外牧の大津温泉岩戸の里の西側の圃場整備地内の既存鉄塔の



16 

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

て令和３年５月３１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１０、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   ・７月の現地調査及び小委員会予定について 

（案は R1.7/3(水) 午前 9時 00 分～） 

・７月の定例総会予定について 

（案は R1.7/10(水) 午前 9 時 30 分～） 

・（仮称）熊本県農業委員会女性部会菊池郡市支部会議について 

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、令和元年６月の第２５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。 


