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【９月 第２８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９月、第２８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」。 

※会長挨拶 

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。１１番西本晶委員と、２番永田哲也委員 

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。９月の第２８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。９月の第２８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。 

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 
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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。 

農地法第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。 

３条の１、申請地は大字古城地内にある４筆２ヶ所の農地で、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甘藷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、古城地区ですので、

私から説明いたします。 

吉良委員   現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

申請地は大字古城地内の農地です。 

申請の内容は、米山集落の西側に位置する畑地帯、町道に隣接する第１種農

地４筆、２ヶ所、合計３,６３３㎡を、贈与により所有権の移転を行なうもので

す。 

そのうち古城字西原２３８番地２及び２３９番地２の２筆は、登記簿の台帳

上は存在しますが、現地確認が出来ない土地となっており、字図上にも存在し

ない土地となっています。 

農地取得後は甘藷の栽培が予定されています。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。 
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   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。 

      「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。 

古城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。 

藤本委員  譲渡人と譲受人の関係は何か。 

事務局   親子です。 

   他にございませんでしょうか。 

他にないようですので、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、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６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。 

申請地は大字高尾野地内の農地です。 

１の転用目的は個人住宅への転用です。 

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、住宅敷地として利用されており無断転用の状
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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、高尾野地区ですので 

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。 

申請地は大字高尾野地内で、中核工業団地の西側、ミルクロードと町道の交わ

る交差点近くに位置する申請人の自宅に隣接する農地です。 

申請の内容は、自宅付近の交差点改良工事に伴う条件として、自宅の拡張部

分として取得した農地です。当然、所要の手続きが行われているものと認識し

ておられていたようですが、農地転用の手続きがとられていないことを知り、

今回の申請となられました。 

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「転用やむなし許可相当」

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。 

      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。 

高尾野地区担当は府内陽一推進委員です。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、「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、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、４条の２から４条の５まで関連性がありますので一括して事務

局の説明を求めます。 

事務局   まず、お断りから申し上げます。 

      先月の総会において、５条申請のあった太陽光発電施設への転用の件でご審議

いただき、意見書を付けて県に進達したところ、「違反転用を解消しなければ受

付できない」と不受理になったため、申請者に状況説明を行い。取り下げし、今

回、新たに４条申請となりました。勉強不足で大変ご迷惑をおかけします。 

４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３Ｐ、見取図は５Ｐ～６Ｐをお願いいたします。 

次に４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４Ｐ、見取図は７Ｐ～８Ｐをお願いいたします。 

次に４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５Ｐ、見取図は９Ｐ～１０Ｐをお願いいたします。 

３件とも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、植林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（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、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。 
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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。 

続きまして４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６Ｐ、見取図は１１Ｐ～１２Ｐをお願いいたし

ます。 

申請地は大字古城地内の農地です。 

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、植林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（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、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、真木・古城地区です

ので、私から説明をいたします。 
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吉良委員   現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

申請地は大字真木及び古城地内で、真木地区と古城地区の間に位置する山林に

囲まれた農地です。 

申請の内容は、４件とも農地にヒノキを植林する計画ですが、以前からヒノ

キの植林が行われており、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、それぞれ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

ヒノキの植林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。 

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「転用やむなし許可相当」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。 

      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・古城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） 

それでは、一括して採決を行います。 

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２、４条の３、４条の４、４条の５、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、４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４条の６についてご説明いたします。 

この件につきましても、先月の総会において、５条申請のあった農業用施設
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への転用の件でご審議いただき、意見書を付けて県に進達したところ、「違反転

用を解消しなければ受付できない」と不受理になり、申請者に状況説明を行い、

取り下げし、今回、新たに４条申請となりました。 

４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７Ｐ、見取図は１３Ｐ～１４Ｐをお願いいたします。 

申請地は大字杉水地内にある、農地区分が農振農用地内の農地です。 

１の転用目的は豚舎及び堆肥置場への転用です。 

農地の区分は、農振農用地区分と判断されますが、例外規定である農業用施

設の用に供するために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、すでに豚舎及び堆肥置場の施設が建ててある

ため新たな費用の発生はありません。無断転用となりますので、申請人より始

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（抵当権等）については、抵当権者からの同

意書の添付があります。 

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、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、杉下地区から西側に約５００ｍのところに位置する

農地です。 

申請の内容ですが、申請地である農地に豚舎その他ビニールハウスを設置し、

養豚業を営んでいましたが、今回、土地・豚舎などの所有権を譲ることになり財

産調査を行ったところ、農地転用許可が必要であることを知ることとなり、申請
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許可をする事になりました。現地調査には、本人も立ち会われ、相続によって土

地を譲り受けていたが、無断転用であったことを謝られていました。 

隣接農地所有者への説明もされており、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。 

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。 

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せ

んか。 

上村委員  この申請地については今回で３回目の審議でございます。事務手続き上問題が 

なければ、特に意見はございません。 

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

ございませんか。 

藤本委員  豚舎は何年頃の建築か。 

事務局   約２０年前に建築されています。 

藤本委員  始末書の宛名は「大津町長」でいいのですか。 

会 長   今後は、名称を「始末書」、宛名を「大津町農業委員会会長」で統一します。 

藤本委員  始末書を出すだけでなく、しっかり反省していただきたい。 

会 長   他にございませんでしょうか。 

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。 

    ４条の６ 豚舎及び堆肥置場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
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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１件の申請がなされております。 

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の転用目的は老人ホーム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

画を融資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、地役権が設定され

ていますが、登記権者からの同意書が添付されております。 

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４月３０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、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、高尾野集落の西側に位置する農地です。 

申請の内容は、申請人は本店を陣内に置き、デイサービス事業を展開されて

います。近隣の方やサービス利用者から老人ホームを作ってほしいとの要望を

数多く受け、町内での老人ホーム建築を検討していたところ、今回の申請地と

なりました。 

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
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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、

ご質問等はございませんか。 

（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、老人ホーム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４Ｐ～９Ｐをお願いします。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、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２２件です。 

１番から１５番が再設定で、１６番から２２番が新規の申請となっております。

申出書面積の合計は７９，３６６㎡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。 
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４Ｐをお願いします。 

番号 １、賃借権、米、５年、全体で５万円 

番号 ２、賃借権、大麦、５年、１万円 

番号 ３、賃借権、大麦、５年、１万円 

５Ｐをお願いします。 

番号 ４、賃借権、大麦、５年、１万円 

番号 ５、賃借権、大麦、５年、１万円 

番号 ６、賃借権、大麦、５年、１万円 

番号 ７、賃借権、大麦、５年、１万円 

６Ｐをお願いします。 

番号 ８、賃借権、大麦、５年、１万円 

番号 ９、賃借権、大麦、５年、１万円 

番号１０、賃借権、大麦、５年、１万円 

番号１１、賃借権、大麦、５年、１万円 

番号１２、賃借権、大麦、５年、１万円 

７Ｐをお願いします。 

番号１３、賃借権、麦・大豆、５年、１万５千円 

番号１４、賃借権、甘藷、５年、１万５千円 

番号１５、賃借権、米・麦、５年、２万円 

ここから、新規になります。 

番号１６、賃借権、牧草、１０年、３万円 

番号１７、賃借権、牧草、１０年、３万円 

８Pをお願いします。 

番号１８、賃借権、牧草、１０年、３万円 

番号１９、賃借権、牧草、１０年、３万円 

番号２０、賃借権、牧草、１０年、３万円 

番号２１、賃借権、牧草、１０年、３万円 

９Pをお願いします。 

番号２２、使用貸借権、牧草、５年 

以上２２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
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か。 

（意見・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１０Ｐ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ご説明いたします。 

   法的な位置づけは議案第４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、３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、９,６６８㎡、対価の合計は、５,８７２,５００円です。 

番号１及び番号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。 

   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、４月総会で審議した、公社買い入れ農地７筆を２筆に

合筆したうえで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６１１,８９８円／１０aです。 

      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。 
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      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、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   ・１０月の現地調査及び小委員会予定について 

（案は R1.10/3(木) 午前 9 時 00 分～） 

・１０月の定例総会予定について 

（案は R1.10/10(木) 午前 9 時 30 分～） 

・その他 

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９月の第２８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。 


