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【１２月 第３１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「こんにちは」。着席をお願いします。只

今から令和元年１２月、第３１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。７番古庄くみ子委員と、８番、 

   坂本盛幸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。１２月の第３１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。１２月の第３１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４条に係る申請についてご説明いたします。 

     議案書は１Ｐ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１Ｐ、見取図は１Ｐ～２Ｐ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の転用目的は牛舎及び飼料置場への転用です。 

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、残高証明書の添付があり、資金計画分を残高

が上回っております。なお、既存の牛舎部分が無断転用となっておりますので、

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、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で、御願所集落の南側の農地です。 

申請の内容は、申請人は昭和５０年から畜産を営み、現在は６０頭を飼育さ

れておられます。後継者も育ったことから飼育頭数を１２０頭に規模拡大を行

いたいと畜舎増設の計画になりました。自宅隣接地の農地に畜舎の増改築を繰

り返し行っておられましたが、農地法に詳しくなく違法状態となっていること

を今回知られ、反省されておられました。 
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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。 

      「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。 

矢護川地区担当は岩下推進委員です。今回の申請についてご意見はございま

せんか。 

岩下委員  特に問題ないと思われます。 

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、「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、牛舎及び飼料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２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２Ｐ、見取図は３Ｐ～４Ｐをお願いいたします。 

議案書の土地の表示について、現況地目が雑種地となっておりますが、現地調 

査を行ったところ、現地には高菜等が栽培されていましたので、雑種地ではなか 

ったことをご報告します。 

申請地は大字室地内の農地です。 

１の転用目的は賃貸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
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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及び残高証明の添付が

あり、資金計画分を上回っております。 

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、令和２年９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、室地区ですので 

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。 

申請地は大字室地内で、県立翔陽高校の南側に位置する農地です。 

申請の内容は、申請地周辺は企業や教育施設が立地しており、JR 肥後大津駅に

も近いことから住居としての需要が高いと考えられ、賃貸住宅の建築を計画さ

れたものです。 

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。 

室地区担当は大塚推進委員です。今回の申請についてご意見等はございませ

んか。 

大塚委員  資金計画に記載されている金額は土地取得を含めた金額ですか。 

事務局   土地取得も含めた金額です。 
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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、賃貸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３Ｐ、見取図は５Ｐ～６Ｐ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の転用目的は事務所及び駐車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であることから第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。なお、申請地内にプレハブの事務所が設置され

ており無断転用となっておりますので、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１０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、該当ありませんが、平成３０年６月に３０００㎡未満の開発
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計画に対する大津町開発事業等事前協議が行われ、すでに済んでいます。 

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、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、小林集落の東側、旧大津農協護川支所跡地北側に位

置する農地です。 

申請の内容は、申請人は菊池市で運送業を営んでおられましたが、２年ほど

前に事業所土地の賃貸契約が終了したことや従業員不足が重なったことなどか

ら営業休止状態が続いていましたが、営業再開のめどがついたため立地、敷地

面積とも好条件の申請地で運送業を再開するため計画されました。また、譲渡

人は昨年までは甘藷を栽培されていましたが、山陰で生育が悪く、今年は耕作

されていませんでした。 

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   一つお断りをさせていただきます。議案第１号の４条申請についてもそうでし 

たが、皆様のお手元に始末書の写しについて事務局から配布されておりませんで 

した。申請書の添付書類については私が確認し、確かに添付されておりましたの 

でご報告いたします。 

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。 

松永委員  竹山が周囲にあるため、農地としては条件の悪いものでした。特に問題はあり 

ません。 

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、「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） 
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全員賛成と認めます。 

５条の２、事務所及び駐車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～２９Ｐをお願いします。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、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、農地法第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７２件です。 

１番から１８番が再設定で、１９番からが新規の申請となっております。申出

書面積の合計は４５６，１７１.５８㎡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、賃借権、米・人参、５年、２万円 

番号 ２、賃借権、人参・大麦若葉、５年、１万円 

番号 ３、賃借権、米・麦・人参、５年、１万円  

番号 ４、賃借権、米・人参・たばこ、５年、２万円 

番号 ５、賃借権、たばこ、５年、１万円 

４Pをお願いします。 

番号 ６、賃借権、米・人参、５年、１万円 

番号 ７、賃借権、米・麦・大豆、１０年、２万円 

５Pをお願いします。 

番号 ８、賃借権、米・麦、１０年、２万３千円 

         麦・大豆、１０年、５千円 

番号 ９、賃借権、WCS・人参、３年、２万５千円 

６Pをお願いします。 
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番号１０、賃借権、WCS・人参、３年、２万５千円 

番号１１、賃借権、ネギ、３年、１筆、１万５千円 

７Pをお願いします。 

番号１２、賃借権、野菜、５年、１万５千円 

         野菜、５年、２万円 

番号１３、賃借権、牧草、５年、１万円 

８Pをお願いします。 

番号１４、賃借権、米・麦・大豆、５年、１万５千円 

番号１５、賃借権、米・麦・大豆、５年、１万５千円 

番号１６、賃借権、野菜、３年、米１俵 

９Pをお願いします。 

番号１７、使用貸借権、米・野菜、１０年 

番号１８、賃借権、キャベツ、３年、１万８千円 

ここから、新規になります。 

番号１９、賃借権、米・人参、１０年、２万８千円 

番号２０、賃借権、キャベツ・白菜、１０年、１万円 

１０Pをお願いします。 

番号２１、賃借権、キャベツ・白菜、１０年、１万円 

番号２２、賃借権、アスパラ、５年、１筆３万５千円 

番号２３、使用貸借権、米・麦・大豆、１０年 

番号２４、賃借権、米・麦・大豆、５年、１万５千円 

１１Pをお願いします。 

番号２５、賃借権、米、１年、２万９千円 

１２Pをお願いします。 

番号２６、賃借権、飼料、１０年、１９,０４２円 

番号２７、賃借権、飼料、１０年、１１,２２０円 

番号２８、賃借権、飼料、１０年、１万円 

番号２９、賃借権、飼料、１０年、１９,０４２円 

番号３０、賃借権、飼料、１０年、１２,９９８円 

番号３１、賃借権、飼料、１０年、６,８６２円 

１３Pをお願いします。 

番号３２、賃借権、飼料、１０年、１万円 

番号３３、賃借権、米・麦・大豆、１０年、２万５千円 

番号３４、賃借権、米・麦・大豆等、１０年 

２万円・１万５千円・１万円・２万円 

      １４Pをお願いします。 

番号３５、賃借権、米・麦・大豆等、９年１０ヶ月、５千円・２万円 

      １５Pをお願いします。 

番号３６、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万円・２万円・１万５千円 
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      １６Pをお願いします。 

番号３７、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

      番号３８、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円・２万円 

      番号３９、賃借権、米・麦・大豆等、９年１０ヶ月、１万円・５千円・１万円 

      １７Pをお願いします。 

番号４０、賃借権、米・麦・大豆等、９年１０ヶ月、１万５千円 

      番号４１、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

      番号４２、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円・１万５千円 

      １８Pをお願いします。 

番号４３、賃借権、米・麦・大豆等、９年１０ヶ月、２万円 

      番号４４、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１筆２万円・２万円 

      番号４５、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

      １９Pをお願いします。 

番号４６、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円 

番号４７、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円・１万円・２万円 

２０Pをお願いします。 

番号４８、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円、２万円 

番号４９、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

番号５０、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

２１Pをお願いします。 

番号５１、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、 

２万円・１万円・２万円・１万円・５千円 

      番号５２、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円・２万円 

      ２２Pをお願いします。 

番号５３、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、 

２万円・１万５千円・１万円・２万円・２万円 

番号５４、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円 

番号５５、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

２４Pをお願いします。 

番号５６、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円・２万円 

番号５７、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円・１万５千円・２万円 

２５Pをお願いします。 

番号５８、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円・２万円 

番号５９、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

番号６０、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円・２万円 

番号６１、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

２６Pをお願いします。 

番号６２、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

番号６３、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万円 
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番号６４、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円・２万円 

番号６５、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円 

２７Pをお願いします。 

番号６６、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万円 

番号６７、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

番号６８、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円・１万５千円・２万円 

２８Pをお願いします。 

番号６９、賃借権、米・麦・大豆等、９年１０ヶ月、１万円 

番号７０、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

番号７１、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円・１万５千円・２万円 

２９Pをお願いします。 

番号７２、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

以上７２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。 

池田委員  １１ページの番号２５は新規契約とありますが間違いないでしょうか。 

事務局   平成２９年末で利用権設定が切れており、今回新たに設定されたため新規とし 

ております。 

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。 
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事務局   議案書の３０Ｐ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、５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、２０,９４２㎡、対価の合計は、１７,６８８,８３０円

です。 

番号１から番号４につきましては、相続により農地を取得されましたが農業を

営む意思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５につきましては、９月総会で審議した、公社買い入れ農地３筆を町内の

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６１５,

０００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。 

      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・質問なしの場合） 

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。 
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続きまして日程第８、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   ・１月の現地調査及び小委員会予定について 

（案は R2.1/6(月) 午前 9時 00 分～） 

・１月の定例総会予定について 

（案は R2.1/10(金) 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１２月の第３１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。 


