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【１月 第３２回定例総会議事録 別紙】 

事務局   定刻になりましたので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２年１月、第３２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、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。９番古庄素磨子委員と、１０番、 

   古庄弘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。１月の第３２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。１月の第３２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から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。 

３条の１、申請地は大字平川地内にある農地で、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。 

 ２項第７号の地域調和要件は芝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。  

以上、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、平川地区ですので、

私から説明をいたします。 

吉良委員   現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

申請地は大字平川地内の農地です。 

申請の内容は、杉水地内にある中部農免道路とホンダ技研熊本製作所北側の

そよかぜ台団地の間にある畑地帯、山林に挟まれた第１種農地１筆、３,９７９

㎡を売買により所有権の移転を行なうものです。 

申請者は主に栗・甘藷などを栽培されており、農地取得後は、芝の栽培を予

定されております。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。 

   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。 

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はございませ

んか。 

宇野委員  特にありません。 

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、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。 

古澤委員  この農地は農振農用地区域内ですか。 

事務局   農用地区域ではありません。 

会 長   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、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４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。 

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、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第２種農地であり、例外規

定の集落接続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
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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、今村橋の南側に位置する農地です。 

申請の内容は、家族でアパート暮らしをされておられましたが、子供の成長に

伴い手狭になってきたため子供の成長に適した場所を検討する中、申請地に住

宅を建てる計画となったものです。 

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。 

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  特にございません。 

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、「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。 
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（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３Ｐ、見取図は５Ｐ～６Ｐをお願いいたします。 

申請地は大字引水地内の農地です。 

１の転用目的は個人住宅への転用で使用貸借権の設定です。 

農地の区分は、都市計画の用途区域内にある準工業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。 

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、引水地区ですので坂

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。 



6 

申請地は大字引水地内で、東原団地入口信号機から南側に位置する農地です。 

申請の内容は、共同住宅に家族と生活をされていましたが、子供の成長に伴

い手狭となってきたため、両親の老後のことを考え義父の所有する申請地に住

宅を建築する計画となっています。 

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、「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。 

引水地区担当は府内推進委員です。今回の申請についてご意見等はございま

せんか。 

府内委員  特にありません。 

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、「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、個人住宅への転用での使用貸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４Ｐ、見取図は７Ｐ～８Ｐ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の転用目的は宅地分譲及び駐車場への転用で所有権の移転です。 

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、金融機関の残高証明書の添付があり、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、権利を有する者か

らの同意書の添付があります。 
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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、都市計画用途区域内

であり可能です。 

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で、町民グラウンド北側に位置する農地です。 

申請の内容は、近年町内における住宅の需要が増えているため、車両通行の

便も良く、学校等の施設が充実していることを踏まえ、住宅用地及び駐車場を

整備する計画となっています。 

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、「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。 

藤本委員  特に問題ないと思います。 

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） 
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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、宅地分譲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、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５Ｐ、見取図は９Ｐ～１０Ｐ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の転用目的は工事用地への一時転用で賃借権の設定です。 

農地の区分は、１０ha 以上の広がりのある集団農地である第１種農地ですが、

一時転用のため転用は可能です。 

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３年２月２日までに

工事を完了され復元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、事業計画等に不合 

理な点は見当たらず問題ないと思われます。 

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。 
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申請地は大字高尾野地内で、中核工業団地の南側に位置する農地です。 

申請の内容は、特別高圧送電線「熊本一の宮線新設並びに関連工事」におけ

る工事用地のうち表土置場として使用され、工事完了後は農地に復元される計

画となっています。 

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、「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。 

府内委員  特にありません。 

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、「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、工事用地への一時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   議案第３号について、ご説明いたします。 

農地法第５条の規定による事業計画変更申請についてご説明します。 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。関連資

料は議案書の４Ｐ～６Ｐをお願いいたします。 

今回の事業計画変更申請につきましては、平成３０年１０月１０日に開催され

た第１７回定例総会で審議され、意見書を添え県へ進達を行い、平成３１年１月

１６日、熊本県指令農担第１８８号で許可されております。変更内容としまして

は、当初、敷地形状に合わせて南側に事務所等の建物を計画していましたが、利

用者のほとんどが熊本方面からであり、建物で敷地が見えづらく営業に支障をき

たすことが憂慮されることから、計画を見直され、敷地北側に建物配置を変更す
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ることになり事業着手が遅れました。よって、建物配置及び工期の変更となって

います。 

申請地は大字杉水地内の農地です。 

１の転用目的については、変更ありません。 

農地の区分は、変更なく転用は可能です。 

２の資力及び信用については、変更はありません。 

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、変更事業計画書に基づく配置

計画図等も添付され、すでに事業に着手しており、令和２年６月３０日までに

工事を竣工される予定で当初計画より１０ヶ月の遅延となりますが、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、変更なく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、管理者との協議は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。事業計画変更地につきましては、転用目的及び敷地面積

等に変更はありませんでしたので、現地調査は省略しております。 

      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  特に問題ないと思います。 

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。 



11 

配置及び工期の事業計画変更については、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７Ｐ～１２Ｐ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１８件です。 

１番から１３番が再設定で、１４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６４，９２８㎡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。 

７Ｐをお願いします。 

番号 １、賃借権、米・麦・大豆、５年、２万５千円 

番号 ２、賃借権、飼料、５年、１万円 

番号 ３、使用貸借権、米・麦・大豆、３年  

８Ｐをお願いします。 

番号 ４、賃借権、大麦若葉、２年１１ヶ月、１筆１万８千円、 

１筆２万１６００円 

番号 ５、賃借権、大麦若葉、２年１１ヶ月、１筆１万５６００円 

番号 ６、賃借権、大麦若葉、２年１１ヶ月、１筆３６００円 

番号 ７、賃借権、大麦若葉、２年１１ヶ月、１筆３万円 

番号 ８、賃借権、大麦若葉、２年１１ヶ月、１筆６千円 

９Ｐをお願いします。 

番号 ９、賃借権、大麦若葉、２年１１ヶ月、１筆２万８８００円 

                     １筆２万２８００円 

番号１０、賃借権、大麦若葉、２年１１ヶ月、１筆２万７６００円 

番号１１、賃借権、大麦若葉、２年１１ヶ月、１筆６千円 

                     １筆１万２００円 
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番号１２、賃借権、大麦若葉、２年１１ヶ月、１筆３万円 

                     １筆４万８千円 

１０Ｐをお願いします。 

番号１３、賃借権、大麦若葉、２年１１ヶ月、１筆１万３８００円 

ここから、新規になります。 

番号１４、賃借権、大麦若葉、２年１１ヶ月、１筆１万９２００円 

                     １筆１万４４００円 

番号１５、賃借権、大麦若葉、２年１１ヶ月、１筆１万８６００円 

番号１６、賃借権、大麦若葉、１年１１ヶ月、１筆１万８千円 

１１Pをお願いします。 

番号１７、賃借権、米・麦・大豆、５年１１ヶ月 １万５千円、６７００円 

                  １万５千円、１万１２００円 

１２Ｐをお願いします。 

番号１８、賃借権、米・麦・大豆、８年、２万５千円 

以上１８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や 

ご質問等はございませんか。 

吉良委員  賃借の単価についてばらつきがあるが、基準などはあるのか。 

事務局   基準はないが、町で平均単価を出しており、お尋ねがあった場合は示している。 

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。 
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事務局   議案書の１３Ｐ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、２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、１６,３３８㎡、対価の合計は、２０,８３９,５４０円

です。 

番号１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２につきましては、平成３０年５月総会及び平成３１年９月総会で審議し

た、公社買い入れ農地４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１,３１７,４４２円／１０a ですが、畑３筆につき

ましては、１,２３０,０００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） 

      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、議案第６号について事務局の説明を求めます。 
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事務局   議案第６号 農業経営改善計画の変更承認に係る協議についてご説明します。 

  お手元にございます「議案第６号別冊資料」をご覧ください。

この案件は現在益城町の認定農業者である法人 Aが、農業経営改善計画の変更に 

ついて申請されたものです。法人 Aは大津町において基盤強化促進法に基づく利 

用権設定を行い営農されております。令和元年１１月１日に改正された農地法の 

特例措置と基盤強化促進法に基づき、市町村はその申請内容に関連事業者等が出 

資する計画と農業経営改善のために行う措置に関する計画が含まれる場合は、農

業委員会の意見を聴かなければならない事になっています。今回、あさぎり町で 

認定を受けている農地所有適格法人の法人 Bによる出資計画と改善措置が含ま 

れますので、意見を求められています。

議案書１５ページをご覧ください。

変更の内容について申し上げます。

法人形態が有限会社から株式会社に変わり、代表取締役が変わります。

構成員（出資者）が鹿児島市の法人 Bとなります。

役員につきましては、法人 Bの役員３名が法人 Bの役員を兼ねる計画となってお 

ります。

農業委員会が意見を求められている項目について、今回は４点あります。

① 変更計画の内容が法人 A の農業経営の安定性確保について支障はないか

② 法人 B が認定農業者で農地所有適格法人であるか

③ 法人 B が法人 A の発行株の過半を保有する計画であるのか

④ 法人 A の経営改善に寄与する者として位置づけられている者が、法人 B の

農業常時従事者かつ株主であるか

以上４点につきましては、事務局において確認し問題ありません。

なお、作付品目や耕作地、経営方針など変更はありません。現在の社長夫婦は、 

今後顧問として働かれるとのことです。従業員については継続して雇用すると 

の事でした。 

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。 

      農業経営改善計画の変更承認に係る協議についてご意見・ご質問等はございま

せんか。 
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古澤委員  法人Ａは大津町内に農地を所有しているのか。 

事務局   農地を借りておられます。 

古澤委員  大津町で営農をしているので、大津町で認定を受ける必要があるということか。 

事務局   その通りです。 

会 長   それでは、農業経営改善計画の変更承認に係る協議について、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６号 農業経営改善計画の変更承認に係る協議につきましては、「意見な

し」として町長に回答します。 

 続きまして日程第１０、議案第７号について事務局の説明を求めます。 

事務局   議案第７号 農業委員会の法令遵守の申し合わせについてご説明します。 

議案書の１６Ｐをご覧ください。 

      この件につきましては、令和元年１１月に開催された定例総会時に綱紀粛正に

ついて、ということで資料として新聞記事の写しを配布し周知を行ったところで

したが、昨年１０月に農業委員会会長が農地転用にかかる収賄容疑で逮捕される

という不祥事が続けて発生したことを踏まえ、１１月２８日に開催されました令

和元年度全国農業委員会会長代表者集会において、「農業委員会の委員等の綱紀

保持に関する申し合わせ」を決議し、改めて農業委員会組織として綱紀粛正の徹

底を図っていくことを確認されました。このことを受け、熊本県農業会議会長よ

り令和元年１２月１３日付け熊農会議第６０９号で「農業委員会の法令遵守の申

し合わせ決議」の実施依頼が届いております。大津町農業委員会でも本日開催の

１月定例総会において委員皆様の賛同をいただき、決議していただければと思い

ます。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。この件に関しましては１１月の総会時に新聞記 

     事などを参考に事務局より周知があり、農業委員会組織としての綱紀粛正の徹底 

を図っていくことを確認したところでしたが、ご意見・ご質問等はございません 

か。 

（意見・質問なし） 

      それでは、農業委員会の法令遵守の申し合わせについて、これを決議すること

に賛成の方は、挙手をお願いします。 
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      （全員挙手） 

      全員賛成と認めます。 

議案第７号 農業委員会の法令遵守の申し合わせにつきましては、原案どおり

承認・決定といたします。 

予定していた議案については、すべてご審議いただき、ありがとうございまし

た。ここで、中間管理機構を通じた利用権設定が新たに通知されておりますので

追加して審議をお願いしたいと思います。 

お諮りいたします。 

日程第１１、報告第１号 日程第１２、その他の前に、新たに議案第８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、これを審議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。 

日程第１１、議案第８号について事務局の説明を求めます。 

事務局  追加議案別冊をお願いします。議案第８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します。新

たに追加となった件数は、１０２件、申請面積が、６３４,０５６．５７㎡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追加議案書に記載の

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。説明番号は、１９番からといたします。 

番号１９、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、５千円、２万円、１万５千円 

      番号２０、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

      次のページをお願いします。 

番号２１、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円・２万円 

      番号２２、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、５千円・１万５千円 

      番号２３、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円・１万円 

      次のページをお願いします。 

番号２４、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万円・２万円・１万円 

・２万円・１万５千円・２万円・１万５千円・２万円 

      次のページをお願いします。 

番号２５、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円・２万円 

      番号２６、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 
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      番号２７、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

番号２８、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

次のページをお願いします。 

番号２９、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

番号３０、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

番号３１、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円 

番号３２、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

      次のページをお願いします。 

番号３３、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円 

      番号３４、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円・２万円 

番号３５、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、５千円 

番号３６、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

次の P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、２万円 

番号３９、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

次のページをお願いします。 

番号４０、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円・１万円 

・５千円・２万円 

番号４１、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円・２万円 

次のページをお願いします。 

番号４２、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円・１万５千円 

番号４３、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

番号４４、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

番号４５、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円・１万円・１万５千円 

次のページをお願いします。 

・１万５千円・５千円・１万円・１万５千円 

次のページをお願いします。 

番号４６、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円・５千円 

番号４７、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

      番号４８、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

      番号４９、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

次のページをお願いします。 

番号５０、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円・１万円 

・２千円・５千円 

番号５１、物納、米・麦・大豆等、１０年、全体で米１２０ｋｇ 

次のページをお願いします。 

番号５２、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

番号５３、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円・２万円 
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      番号５４、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

      番号５５、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円・５千円 

      次のページをお願いします。 

番号５６、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

番号５７、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

番号５８、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、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、２万円 

次のページをお願いします。 

番号６１、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円・１万円・５千円 

番号６２、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万円・２万円・１万５千円 

番号６３、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万円 

次のページをお願いします。 

番号６４、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

番号６５、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

番号６６、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

番号６７、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

次のページをお願いします。 

番号６８、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円・１万５千円 

番号６９、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

      番号７０、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円 

      次のページをお願いします。 

番号７１、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円・１万円・５千円 

番号７２、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

次のページをお願いします。 

番号７３、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円・２万円 

・１万５千円・５千円・２万円 

番号７４、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万円 

次のページをお願いします。 

番号７５、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円・２万円 

・１万５千円・１万円・１万５千円・１万円・１万５千円 

・２万円・１万５千円・１万円・１万５千円 

次のページをお願いします。 

番号７６、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円 

番号７７、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

番号７８、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円 

次のページをお願いします。 

番号７９、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万円・１万５千円・５千円 

番号８０、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円・１万円 
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次のページをお願いします。 

番号８１、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円・１万円 

番号８２、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円・１万５千円 

次のページをお願いします。 

番号８３、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

番号８４、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円・２万円 

次のページをお願いします。 

番号８５、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円・１万円・１万５千円 

・２万円・１万５千円 

次のページをお願いします。 

番号８６、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万円 

番号８７、物納、米・麦・大豆等、１０年、１筆米２４０ｋｇ 

番号８８、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円 

次のページをお願いします。 

番号８９、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円・１万５千円・１万円 

１万５千円・２万円・１万５千円 

次のページをお願いします。 

番号９０、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万円 

番号９１、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

番号９２、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、５千円・１万５千円 

                     １万円・２万円 

次のページをお願いします。 

番号９３、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円・２万円 

番号９４、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円・１万円・２万円 

次のページをお願いします。 

番号９５、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

番号９６、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

番号９７、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万円 

次のページをお願いします。 

番号９８、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円・２万円 

                     １万円・２万円 

番号９９、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

次のページをお願いします。 

番号１００、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円・１万５千円 

次のページをお願いします。 

番号１０１、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円・１万５千円 

・２万円・１万円 

番号１０２、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円・２万円 

５千円 
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次のページをお願いします。 

番号１０３、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円・２万円 

                      １万５千円 

番号１０４、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

番号１０５、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

次のページをお願いします。 

番号１０６、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円・１万５千円 

                      ２万円 

次のページをお願いします。 

番号１０７、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万円・１万５千円 

                      １万円 

番号１０８、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

次のページをお願いします。 

番号１０９、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円・１万円 

番号１１０、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、５千円・２万円・２千円 

番号１１１、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円 

次のページをお願いします。 

番号１１２、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、５千円 

番号１１３、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円・１万円 

                      １万５千円 

番号１１４、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万円・２万円 

                      １万５千円 

次のページをお願いします。 

番号１１５、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円 

番号１１６、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、２万円 

番号１１７、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万円 

次のページをお願いします。 

番号１１８、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万５千円・２万円 

                      １万円 

番号１１９、賃借権、米・麦・大豆等、１０年、１万円・２万円 

                      １万５千円・１万円 

次のページをお願いします。 

番号１２０、賃借権、飼料、９年１１ヶ月、１万円 

以上１０２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。 
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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。 

江藤委員  終期が２月末になっているが、麦を生育している時期である。収穫の頃は期限 

が切れているがどのようになるのか。 

事務局   事前の説明会では、収穫までは借人が行うという話があったようです。 

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８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１２、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１７Ｐをお願いします。 

報告第１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、大字瀬田から大字高尾野へと繋がる熊本一の宮線新設並びに関連

工事に伴う、中央幹線ＮＯ１５２（瀬田）、ＮＯ１６０（高尾野）送電線架設工

事用地として一時利用する計画となっています。今回の申請地は、農地を工事用

地として令和３年１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１３、その他です。事務局から何か審議案件はありますか。 
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事務局   ・２月の現地調査及び小委員会予定について 

（案は R2.2/3(月) 午前 9時 00 分～） 

・２月の定例総会予定について 

（案は R2.2/10(月) 午前 9 時 30 分～） 

・任期満了に伴う委員改選について 

・農業委員会ブロック研修について 

・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２年１月の第３２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。 


