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平成２９年第３回小国町農業委員会議事録

１．開催日時

平成２９年３月１０日（金）午後３時３０分から
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小国町役場
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仲子
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宮﨑

博美
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石松

丈多郎

8番

阿南

美穂

9番

明里

孝良

10 番

松岡

克明

員

４．欠席委員
５．議事日程
第１

議事録署名委員の指名

第２

報告第１号

農地法第１８条第６項の規定による合意解約
届出書

第３

報告第 2 号

農地等の使用貸借の合意解約書

第４

議案第１号

農地法第３条の規定による許可申請について
（関係委員

第５

議案第２号

10 番

松岡委員）

農地法第４条の規定による許可申請について
（関係委員

7番

石松委員）

第６

議案第３号

農地法第５条の規定による許可申請について
（関係委員

第７

議案第４号

4番

安武委員）

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に
よる農地利用集積計画の決定について

第８

報告第３号

農地法第３条の３第１項の規定による届出書
（相続）

６．農業委員会事務局職員
事務局長

村上

弘雄

事務局係長

穴井

桂子

７．会議の概要
事務局長

ただ今から平成２９年第３回小国町農業委員会を開催いたし
ます。出席委員は１１名で、総会は成立しております。
それでは、小国町農業委員会会議規則により、議長は会長が
務めることとなっておりますので、以降の議事の進行は北里会
長にお願いいたします。

議

長

これより議事に入ります。日程第１の議事録署名委員、及び、
会議書記の指名を行います。小国町農業委員会会議規則第１２
条第２項に規定する議事録署名委員ですが、議長から指名させ
ていただくことにご異議ありませんか。
（異議なしの声あり）

議

長

それでは、議事録署名委員は、４番

安武委員

７番

石松

委員にお願いいたします。
なお、本日の会議書記には事務局職員の穴井さんを指名い
たします。以上で日程第１を終わります。
議

長

次に、日程第２

報告第１号「農地法第１８条第６項の規定

による合意解約届出書について」、事務局より報告をお願いしま
す。

事務局長

議案集をお開きください。報告第１号。農地法第１８条第６項
の規定による届出について。農地法第１８条第６項の規定により、
下記の届出について受理したことをここに報告する。平成２９年
３月１０日提出。番号１．土地については宮原でございます。地
目は田。面積は、４筆で 6,801 ㎡です。賃借人、賃貸人は以下の
とおりです。解約の理由は双方の合意によるものです。続いて番
号２です。土地については北里でございます。地目は田。面積は、
２筆で 2,713 ㎡です。賃借人、賃貸人は以下のとおりです。解約
の理由は双方の合意によるものです。続いて番号３です。土地に
ついては上田でございます。地目は田。面積は、５筆で 8,100 ㎡
です。賃借人、賃貸人は以下のとおりです。解約の理由は双方の
合意によるものです。続いて番号４です。土地については上田で
ございます。地目は田。面積は、１筆で 3,122 ㎡です。賃借人、
賃貸人は以下のとおりです。解約の理由は双方の合意によるもの
です。最後に番号５です。土地については上田でございます。地
目は田と畑。面積は、田１筆で 1,755 ㎡、畑１筆で 181 ㎡です。
賃借人、賃貸人は以下のとおりです。解約の理由は双方の合意に
よるものです。報告についての説明を終わります。

議

長

ただいまの事務局からの報告について何か質問はありませ
んか。

２

番

この番号４と５番の件ですが、備考の欄に今後の耕作者の
ことが記載されておりますが、どういうことですか。

事務局長

農業生産法人の会社があるのですが、今回農業公社を間に
いれて農地を借りたいとの意向がありましたので、この後の
議案で農業公社とこの土地の持ち主との貸し借りの議案が出
てまいります。

３

番

番号２については、備考欄の今後の貸し借りについての情
報が記載されておりませんが。

事務局長

この農地については、とりあえず持ち主に返すというとこ
ろまでが今回の議案であり、今後の借り手の情報は事務局に
はありません。

議

長

他に質問がないようですので、報告第１号を終わります。

議

長

次に、日程第３

報告第２号「農地等の使用貸借による合

意解約書について」を議題に供します。事務局より議案の朗
読と説明をお願いします。
事務局長

報告第２号。農地等の使用貸借の合意解約書。これにつき
ましては、金銭が伴わない使用貸借の合意解約でございます。
内容はご覧のとおりです。以上で報告を終わります。

議

長

ただいまの事務局からの報告について何か質問はありませ
んか。

議

長

ないようですので、報告第２号を終わります。

議

長

次に、日程第４

議案第 1 号「農地法第３条の規定による

耕作を目的とする許可申請について」を議題に供します。事
務局より議案の朗読と説明をお願いします。
事務局長

議案第１号。農地法第３条の規定による許可申請について。
農地法第３条の規定により、下記農地の申請があったので審議
を求める。平成２９年３月１０日提出。小国町農業委員会会長
北里耕亮でございます。番号１です。農地の所在については、
大字上田になります。農地は、畑が１筆で面積が 787 ㎡、田が
１筆で面積が 1,087 ㎡となります。権利の種別は、３条有償移
転です。譲渡人、譲受人は下記のとおりです。譲渡人について
は、町外の方です。譲受人は地元の方で、以前からこの農地の
お世話をしていたということで、今回所有権の移転を申請して
いるものです。１４、１５ページに、農地の情報と作付予定作
物、農機具の情報があります。権利を設定しようとする土地ま
での距離は０．１キロ、５分です。１６ページに所有権を受け
る側の家族構成が記載されております。１８、１９ページに周
辺地域との関係及び地域との役割分担について記載されてお
ります。２０ページが登記簿謄本の写しです。現場の状況がわ
かる資料として２４ページから地図、字図が付けてあります。
２９ページに写真が付けてあります。筆としては、３１ページ
が田の写真。３２ページが畑です。以上で説明を終わります。

議

長

ただいまの事務局の説明に関連して、上田地区担当の松岡
委員から報告をお願いします。

１０

番

２月２７日に、事務局職員２名と現地の確認に行ってきま
した。申請地の田は、譲受人の自宅の前です。以前から譲受
人が法蓮草など作っておりましたが、譲渡人が町外在住で、
今後の管理が難しいこともあり、譲受人に所有権を移転した
いとの申し出があったものです。ご審議よろしくお願いいた
します。

議

長

ありがとうございました。これより、質疑に入ります。 た
だいまの事務局説明について、発言のある方は挙手願います。
（質問、意見なし）

議

長

それでは採決いたします。議案第１号について、原案のと
おり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。
（全

議

長

員

挙

手）

全員賛成ですので、議案第１号は原案のとおり決定しまし
た。

議

長

次に、日程第５

議案第２号「農地法第４条の規定による

転用を目的とする許可申請について」を議題に
供します。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。
事務局長

議案第２号

農地法第４条第１項の規定による許可申請に

対する意見について。農地法第４条第１項の規定により、下記
農地の申請があったので意見を求める。平成２９年３月１０日
提出。番号１．土地の所在は、黒渕になります。面積は 1,444
㎡。登記簿は田。現況は山林でございます。転用の目的は植林
ということで、転用の理由が、杉の５０年生ということで、詳
しくは、別紙資料を見ていただきたいと思います。３５ページ
に県知事あての４条許可申請書の写しが付けてあります。３７
ページが事業計画書です。４３ページが始末書です。４４ペー
ジに写真が付けてあります。４５ページが農業委員さんの確認

書写しです。簡単ですが説明を終わります。
議

長

ただいまの事務局の説明に関連して、黒渕地区担当の石松
委員から報告をお願いします。

７

番

２月２７日に、安武委員と事務局職員２名と現地の確認に
行ってきました。写真でもわかるように、現地は杉の５０年
生が植林されておりました。既に山林となっています。ご審
議よろしくお願いいたします

議

長

ありがとうございました。これより、質疑に入ります。

た

だいまの事務局説明について、発言のある方は挙手願います。
（質問、意見なし）
議

長

それでは採決いたします。議案第２号について、提案のと
おり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。
（全

議

長

員

挙

手）

全員賛成ですので、議案第２号は許可相当として県知事に
意見を送付いたします。

議

長

次に、日程第６

議案３号「農地法第５条の規定による転

用を目的とする許可申請について」を議題に供します。事務
局より議案の朗読と説明をお願いします。
事務局長

議案第３号

農地法第５条第１項の規定による許可申請に

対する意見について

農地法第５条第１項の規定により、下記

農地の申請があったので意見を求める。平成２９年３月１０日
提出。

小国町農業委員会

会長

北里

耕 410 ㎡

譲受人・

譲渡人は議案集のとおりです。転用目的は、一般個人住宅です。
詳しくは、別紙資料の４６ページをご覧ください。許可申請書
の写しを付けております。４８ページが登記簿の写しです。５
１ページが資金計画書です。５５ページの字図では、890-11
とありますが、実際は分筆が終わっておりまして、５６ページ
の資料では、この 890-11 が 890-13、890-14 に分筆されており

ます。申請地は 890－13 です。６５ページの現場写真を見ると、
近所には住宅があります。事務局からは以上です。
議

長

ただいまの事務局の説明に関連して宮原城地区担当の安武
委員から報告をお願いします。

４

番

２月２７日に、石松委員と事務局職員２名と現地の確認に
行ってきました。現地は田でありますが、ここ５～６年耕作
されておりません。ご審議よろしくお願いいたします

議

長

ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただ
いまの事務局説明について、発言のある方は挙手願います。

１

番

事務局長

場所はどこになりますか。
上広瀬から信号を右折し、北里方面に行く道路途中で左に曲
がると何軒か住宅があるところです。

議

長

それでは採決いたします。議案第３号について、提案のとお
り決定することに賛成の方は挙手をお願いします。
（全

議

長

員

挙

手）

全員賛成ですので、議案第３号は許可相当として県知事に
意見を送付いたします。

議

長

次に日程第７

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、農地利用集積計画」を議題に供します。
事務局より議案の朗読と説明をお願いします。
事務局長

議案第４号。農業経営基盤評価促進法に基づく農地利用集積
計画の承認について。農業経営基盤評価促進法第１８条第１項
の規定により、下記農用地利用集積計画の決定について意見を
求める。平成２９年３月１０日提出。案件が今回多くございま
すので、再設定については簡単に説明させていただきます。番
号１。農地の所在については、上田になります。地目は田が５
筆、面積が 8,100 ㎡です。利用権の設定をする者等は、議案集

のとおりです。賃貸借期間は６年になります。１０a 当たりの
賃借料は 14,000 円です。この件は新規ですので、説明いたし
ます。別紙資料のほうをご覧ください。利用権の設定を受ける
者、男６４歳。経営作物は、水稲となっています。 農作業従
事日数３００日、農業専従者は男１人、農業補助者１人です。
番号２。農地の所在については、西里になります。地目は田が
４筆、面積が 4,273 ㎡です。利用権の設定をする者等は、議案
集のとおりです。賃貸借期間は３年になります。賃借料は全部
で４２０キロの物納です。この件は再設定ですので、以上で終
わります。番号３。農地の所在については、黒渕になります。
地目は田が４筆、面積が 4,125 ㎡です。利用権の設定をする者
等は、議案集のとおりです。賃貸借期間は３年になります。賃
借料は全部で３０キロの物納です。この件は新規です。説明い
たします。別紙資料のほうをご覧ください。利用権の設定を受
ける者、男６１歳。経営作物は、水稲と飼料作物なっています。
農作業従事日数３００日、農業専従者は男１人、女１人です。
番号４。農地の所在については、西里になります。地目は田が
３筆、面積が 5,836 ㎡です。利用権の設定をする者等は、議案
集のとおりです。賃貸借期間は５年になります。１０a 当たり
の賃借料は６０キロの物納です。この件は再設定ですので、以
上で終わります。番号５。農地の所在については、宮原になり
ます。地目は田が４筆、面積が 3,912 ㎡です。利用権の設定を
する者等は、議案集のとおりです。賃貸借期間は５年になりま
す。賃借料は全部で２４０キロの物納です。この件は再設定で
すので、以上で終わります。番号６。農地の所在については、
宮原になります。地目は田が１筆、面積が 2,006 ㎡です。利用
権の設定をする者等は、議案集のとおりです。賃貸借期間は５
年になります。賃借料は 1 筆で 28,000 円です。この件は再設
定ですので、以上で終わります。番号７。農地の所在について
は、上田になります。地目は田が８筆、面積 3,301 ㎡です。利
用権の設定をする者等は、議案集のとおりです。賃貸借期間は
５年になります。賃借料は全部で２４０キロの物納です。この
件は再設定ですので、以上で終わります。番号８。農地の所在
については、宮原になります。地目は田が４筆、面積 6,801
㎡です。利用権の設定をする者等は、議案集のとおりです。賃
貸借期間は５年になります。１０a 当たりの賃借料は６０キロ
の物納です。この件は新規です。別紙資料をご覧ください。９

ページです。利用権の設定を受ける者、男５２歳。経営作物は、
水稲となっています。 農作業従事日数３００日、農業専従者
は男２、女３人です。番号９。農地の所在については、宮原に
なります。地目は田が１筆、面積 1,210 ㎡です。利用権の設定
をする者等は、議案集のとおりです。賃貸借期間は５年になり
ます。１０a 当たりの賃借料は６０キロの物納です。この件は
新規です。別紙資料をご覧ください。１０ページです。利用権
の設定を受ける者、男５２歳。経営作物は、水稲となっていま
す。 農作業従事日数３００日、農業専従者は男２、女３人で
す。番号１０。農地の所在については、北里、西里になります。
地目は田が３筆、面積 4,950 ㎡、畑が 1 筆、面積 898 ㎡です。
利用権の設定をする者等は、議案集のとおりです。使用貸借期
間は５年になります。この件は新規です。別紙資料をご覧くだ
さい。１１ページです。利用権の設定を受ける者、男５０歳。
経営作物は、野菜、水稲となっています。 農作業従事日数１
８０日、農業専従者は男１人、女１人です。番号１１。農地の
所在については、黒渕になります。地目は田が１筆、面積 2,486
㎡です。利用権の設定をする者等は、議案集のとおりです。利
用目的は田、賃貸借期間は５年になります。1 筆当たりの賃借
料は１５０キロの物納です。この件は新規です。別紙資料をご
覧ください。１２ページです。利用権の設定を受ける者、男６
７歳。

農作業従事日数３００日、経営作物は、野菜、水稲、

加工品となっています。農業専従者は男 1 人、女１人、農業補
助者１人です。番号１２。農地の所在については、西里になり
ます。地目は田が５筆、面積 3,614 ㎡です。利用権の設定をす
る者等は、議案集のとおりです。利用目的は田、賃貸借期間は
２年９ヶ月になります。賃借料は全部で１８０キロの物納です。
この件は新規です。別紙資料をご覧ください。１３ページです。
利用権の設定を受ける者、男６０歳。 農作業従事日数３００
日、経営作物は水稲となっています。農業専従者は男 1 人、女
１人です。番号１３。農地の所在については、北里になります。
地目は田が４筆、面積 11,219 ㎡です。利用権の設定をする者
等は、議案集のとおりです。利用目的は採草放牧地です。賃貸
借期間は５年になります。賃借料は全部で３００キロの物納で
す。この件は再設定です。番号１４。農地の所在については、
上田になります。地目は田が３筆、面積 3,403 ㎡です。利用権
の設定をする者等は、議案集のとおりです。利用目的は田、賃

貸借期間は３年になります。賃借料は全部で４０，０００円で
す。この件は新規です。別紙資料をご覧ください。１５ページ
です。利用権の設定を受ける者、男７２歳。 農作業従事日数
３６０日、経営作物は水稲、法蓮草、椎茸、畜産となっていま
す。農業専従者は男 1 人、女１人です。番号１５。農地の所在
については、下城になります。地目は田が１筆、面積 1,713
㎡です。利用権の設定をする者等は、議案集のとおりです。利
用目的は田です。賃貸借期間は５年になります。賃借料は１５
０キロの物納です。この件は再設定です。番号１６。農地の所
在については、黒渕になります。地目は田が１筆、面積 2,228
㎡です。利用権の設定をする者等は、議案集のとおりです。利
用目的は田、賃貸借期間は５年になります。賃借料は１筆で２
５，０００円です。この件は新規です。別紙資料をご覧くださ
い。１７ページです。利用権の設定を受ける者は前案件と同じ
方ですので、説明を省略します。番号１７。農地の所在につい
ては、黒渕になります。地目は田が１筆、面積 62 ㎡です。利
用権の設定をする者等は、議案集のとおりです。利用目的は田
です。賃貸借期間は５年になります。賃借料は１筆３０キロの
物納です。この件は再設定です。番号１８。農地の所在につい
ては、黒渕になります。地目は田が３筆、面積 3,179 ㎡です。
利用権の設定をする者等は、議案集のとおりです。利用目的は
田です。賃貸借期間は５年になります。賃借料は全部で３０キ
ロの物納です。この件は再設定です。番号１９。農地の所在に
ついては、黒渕になります。地目は田が１筆、面積 1,035 ㎡で
す。利用権の設定をする者等は、議案集のとおりです。利用目
的は田です。賃貸借期間は５年になります。賃借料は 1 筆３０
キロの物納です。この件は再設定です。番号２０。農地の所在
については、宮原になります。地目は田が３筆、面積 3,421
㎡です。利用権の設定をする者等は、議案集のとおりです。利
用目的は田、賃貸借期間は１０年になります。賃借料は１０a
当り７，８９３円です。この件は新規です。別紙資料をご覧く
ださい。２１ページです。冒頭、報告案件で報告しましたが、
熊本県農業公社が受け手となっています。番号２１。農地の所
在については、上田になります。地目は田が１筆、面積 3,122
㎡です。利用権の設定をする者等は、議案集のとおりです。利
用目的は田、賃貸借期間は１０年になります。賃借料は１０a
当り９，６０９円です。この件は新規です。別紙資料をご覧く

ださい。２２ページです。熊本県農業公社が受け手となってい
ます。番号２２。農地の所在については、上田になります。地
目は田が１筆、面積 1,755 ㎡、畑が１筆、面積 181 ㎡です。利
用権の設定をする者等は、議案集のとおりです。利用目的は田、
賃貸借期間は１０年になります。賃借料は１０a 当り２０，６
６１円です。この件も新規です。別紙資料をご覧ください。２
３ページです。熊本県農業公社が受け手となっています。この
２０番から２２番については、一旦農業公社１０年の期間をも
って貸し借りをして、今度は公社と受け手の貸し借りになりま
す。以上で説明をおわります。
議

長

ありがとうございました。これより、質疑に入ります。た
だいまの事務局説明について、発言のある方は挙手願います。

事務局長

先ほどの番号２１と２２の借受する方の情報が不足してい
たので補足します。今は農業生産法人格で、阿蘇の方で頑張
っています。今回、小国の方で農地を確保したいとのことで、
産業課の中に認定農業者を認定する窓口があるのですが、そ
こで法人格の認定農業者の申請を行っているところです。

３

番

何を作るのか。

事務局長

作付作物の情報はありません。

２

賃借料の金額に端数が出ているのはなぜか。

番

事務局長

賃貸借した農地の全体の金額を１０a 当たりの賃料に逆算
しています。

３

番

中間管理機構を利用して、阿蘇とは標高も違うので、気候
差で高冷地野菜等の作物の収穫を考えているのか。

事務局長

確認したところ、パセリを作るようです。

議

他に質問はありませんか。それでは採決いたします。議案

長

第４号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙
手をお願いします。

（全
議

員

挙

手）

全員賛成ですので、議案第４号は原案のとおり決定いたし

長

ました。
議

次に日程第８

長

報告第３号

農地法第３条の３第１項の規

定による届出について、事務局より報告をお願いします。
事務局長

報告第３号。農地法第３条の３第１項の規定による届出書。
農地の相続ということで届出がありました。報告いたします。

議

ただいまの事務局からの報告について何か質問はありませ

長

んか。
議

長

議

長

ないようですので、報告第３号を終わります。
それでは、以上をもちまして、小国町農業委員会第３回
総会を閉会致します。

平成２９年第３回小国町農業委員会の議事録に相違ないことを証するた
めここに署名する。

４

番

７

番

