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皆様、おはようございます。まず本総会の開催ですが委員総数１９名、出席１９名で、
南阿蘇村農業委員会会議規則第７条により本総会の成立を報告致します。それでは農業
委員会憲章を出席の皆様全員で唱和したいと思います。それでは最適化委員さんもご一
緒にご起立をお願い致します。
それでは定刻になりましたので、第２４回南阿蘇村農業委員会総会を開催致します。
今回の農業委員会憲章の指揮は１２番 興呂木和也委員、１３番 市原きみよ委員にお願
い致します。
―農業委員会憲章の唱和―

事務局長

ありがとうございました。座ってください。
それでは、本村農業委員会会議規則第５条の定めにより総会の進行は会長が議長とな
り進行をお願い致します。それでは会長よろしくお願い致します。

会長

おはようございます。今日は偶数月の合同委員会ということで、お忙しい中お集まり
いただきましてありがとうございます。農業委員会憲章もうまくいくようになりまし
て、最適化委員の人たちにも農業委員会総会に関わってもらい、少し身近になってもら
いたいと思いまして、今日のように席替えを致しました。皆様方には農作業は風雨が２
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回あったくらいで、お疲れのところと思いますが体調には十分注意されまして頑張って
いただきたいと思います。少し長くなりますけれども、私も田植えが終わって１日２日
後、局長と２人で田植え上がりということで東京、茨城と埼玉に行ってまいりました。
茨城町の農業委員会に研修は、荒尾市農業委員会の事案を参考にして、集積、非農地と
いうことで農業委員よりも最適化委員の方が仕事をなされているような感じがしまし
た。私たちの村とは違いまして、農業総生産額も全国１、２位ということで、集積があ
ったり遊休農地があったりしても、１ヘクタール解消してもすぐ作る基幹作物があるよ
うな感じで見事というほかありませんでした。埼玉はスマート農業ということで、田植
機の無人化、トラクターの真っ直ぐ進むもの、今はまだ 150 万～200 万しますけれども
いずれはオプションでトラクター、田植機に全てついてくるんじゃないかと思います。
私たちもここにあの農協の理事さんもおられますけれども、そばばかりではなく、イチ
ゴ、トマト、イチゴは昭和６０年の終わり頃から、トマトは露地野菜から始めた品種で
ございますけれども、皆さん方にも遊休農地とか非農地しても、その後がどうなるんだ
ろうという気持ちがあると思います。研修に行った先では水俣のサラたまのように何か
この辺の地域にあうような基幹作物を発見していただければいいと思います。以上のよ
うなことだったかな。まあハードな田植え上がりでした。再来年からは新しい人が頑張
ってください。
では只今から第２４回南阿蘇村農業委員会総会を開催いたします。本日の議事録署名
人に１２番興呂木和也委員、１３番市原きみよ委員を指名します。
会長

それでは議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について審議します。事務局
に議案の朗読をお願いします。

事務局

はい朗読いたします。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
番号１：譲渡人、譲受人（議案書）記載のとおりです。申請土地の状況
中ノ原 1074 番 1

地目台帳現況ともに田

面積 894 ㎡

大字両併字

外１筆計２筆 1,578 ㎡

所有

権移転売買となっております。
番号２：譲渡人、譲受人記載のとおりです。申請土地の状況
番

地目台帳現況ともに田

面積 1,910 ㎡

大字河陰字見瀬鶴 2639

外１筆計２筆 4,281 ㎡

所有権移転売買と

なっております。
番号３：譲渡人、譲受人記載のとおりです。申請土地の状況
番1

地目台帳現況ともに田

面積 3,072 ㎡

大字久石字二の長迫 2711

外２筆計３筆 5,243 ㎡

使用貸借権設定

５年となっております。
以上３件ご審議方よろしくお願い致します。
会長

ありがとうございます。朗読が終わりましたので地元委員の説明をお願いします。

７番

１番につきまして７番の後藤がご説明申し上げます。申請人、申請土地については議
案書記載のとおりです。親戚関係でありまして、この度売買契約がなされるということ
です。以上、ご審議よろしくお願い致します。

９番

２番につきまして、９番の古澤がご説明申し上げます。譲渡人、譲受人は記載のとお
りでございます。譲渡人の方は市内におられまして、以前から小作に他の人に出してお
られましたけれども、今回親戚でもあられます、また隣接地ということで、所有権移転
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売買ということで合意がなされております。何ら問題はないかと思います。ご審議の程
よろしくお願い致します。
１３番

議案第１号３番について１３番の市原が説明致します。譲渡人、譲受人、及び土地の
状況は議案書記載のとおりです。譲渡人、譲受人は祖母と孫という関係でありまして、
ご主人がお亡くなりになられて、田んぼの管理ができなくなっておりましたけれども、
お孫さんが新規就農されたいということでの使用貸借権設定 5 年となっております。
何ら問題はないと思われます。ご審議よろしくお願いします。

会長

地元委員の説明が終わりましたので、審議をお願いします。
（異議なし）

会長

では採決に移ります。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、異議
がない方は挙手をお願いします。
（全員挙手）

会長

ありがとうございます。全員賛成と認め、議案第１号は原案どおり可決します。

会長

続きまして議案第２号農地法第４条の規定による許可申請について審議します。事務
局に議案の朗読をお願いします。

事務局

朗読いたします。議案第２号農地法第４条の規定による許可申請について
番号１：申請人（議案書）記載のとおりです。申請土地の状況
3947 番 3

地目台帳現況ともに畑

面積 637 ㎡

転用目的 駐車場

大字久石字一の小野
始末書添付となっ

ております。
以上１件、ご審議よろしくお願い致します。
会長
１３番

ありがとうございます。地元委員の説明をお願いします。
１番について、１３番の市原が説明致します。申請土地につきましては平成２９年度
にご主人が亡くなられて相続を受けられた土地になっております。この土地は旧久木野
時代に熊本県からの要望で野外劇場アスペクタの駐車場として利用されていましたの
で、当然駐車場として地目変更が終わっているものとして相続されるまで思われていま
した。現況は砂利などが敷きこまれており、農地としての借り手もなく、周辺地域は駐
車場用地のため雑種地と登記されております。今後は農地として利用できない現状のま
ま駐車場用地として管理していきたいとのことで、始末書添付で申請が上がっておりま
す。ご審議方よろしくお願いします。

会長

ありがとうございます。地元委員の説明が終わりましたので審議をお願いします。
（異議なし）

会長

では議案第２号農地法第４条の規定による許可申請について、異議がない方は挙手を
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お願いします。
（全員挙手）
会長

ありがとうございます。全員賛成と認め、議案第２号は原案どおり可決します。

会長

続きまして議案第３号農地法第５条の規定による許可申請について審議します。事務
局に議案の朗読をお願いします。

事務局

はい朗読いたします。議案第３号農地法第５条の許可申請について
番号１：譲渡人、譲受人（議案書）記載のとおりです。申請土地の状況
摺尾西 4935 番 1

地目台帳現況ともに田

用目的 住宅及び木材置場

面積 1,621 ㎡

大字河陰字

外１筆計２筆 1,940 ㎡

転

転用所有権移転有償となっております。

以上１件、ご審議方よろしくお願い致します。
会長

ありがとうございます。では地元委員の説明をお願いします。

１０番

議案第３号 1 番について１０番の佐藤が説明致します。申請人は林業を主にされてお
りまして、地域の信頼も大変厚い方です。以前申請があがって承認をいただいておりま
したが、申請地がレッドゾーンであるため、今回計画変更となっております。今回の申
請地に許可をいただきたいということで申請があがっております。事業計画、事業規模
とも適当と思われます。住宅及び資材置場に転用したいということでございます。転用
所有権移転有償で申請が上がっております。場所はアグリの事務所のすぐ裏になるとこ
ろでございます。ご審議方よろしくお願いします。

会長

ありがとうございます。地元委員の説明が終わりましたので審議をお願いします。
（異議なし）
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、異議がない方は挙手をお願

会長

いします。
（全員挙手）

会長

ありがとうございます。全員賛成と認め、議案第３号は原案どおり可決します。

会長

続きまして議案第４号経営基盤強化促進法許可申請について番号１番から１４番の
新規案件について審議します。事務局に議案の朗読をお願いします。

事務局

はい朗読いたします。議案第４号経営基盤強化促進法許可申請について
番号１：譲渡人、譲受人（議案書）記載のとおりです。申請土地の状況
北下原 2275 番

地目台帳現況ともに畑

面積 2,945 ㎡

大字両併字

外３筆計４筆 13,221 ㎡

賃借

権設定３年です。
番号２：譲渡人、譲受人記載のとおりです。申請土地の状況
番

地目台帳現況ともに畑

面積 1,649 ㎡

賃借権設定３年です。

番号３：譲渡人、譲受人記載のとおりです。申請土地の状況
1

地目台帳現況ともに田

面積 3,442 ㎡

大字両併字北下原 2276
大字両併字御櫃 1285 番

外１筆計２筆 6,192 ㎡

賃借権設定３年で

す。
番号４：譲渡人、譲受人記載のとおりです。申請土地の状況
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大字河陰字猶須原 691

番2

地目台帳現況ともに田

面積 494 ㎡

外３筆計４筆 2,170 ㎡

賃借権設定５年で

す。
番号５：譲渡人、譲受人記載のとおりです。申請土地の状況
地目台帳現況ともに田

面積 1,342 ㎡

外１筆計２筆 2,482 ㎡

番号６：譲渡人、譲受人記載のとおりです。申請土地の状況
番

地目台帳現況ともに田

大字河陰浜尾鶴 601 番

面積 544 ㎡

賃借権設定５年です。

大字久石字一の小野 3950

外３筆計４筆 2,721 ㎡

賃借権設定１０年

です。
番号７：譲渡人、譲受人記載のとおりです。申請土地の状況
3825 番２

地目台帳現況ともに田

面積 651 ㎡

大字久石字三の丸葉山

外１筆計２筆 1,411 ㎡

賃借権設定

１０年です。
番号８：譲渡人、譲受人記載のとおりです。申請土地の状況
番1

地目台帳現況ともに田

面積 979 ㎡

大字久石字一の小野 3949

外２筆計３筆 8,808 ㎡

賃借権設定１０年

です。
番号９：譲渡人、譲受人記載のとおりです。申請土地の状況
3826 番 1

地目台帳現況ともに田

面積 1,094 ㎡

大字久石字三の丸葉山

外１筆計２筆 7,465 ㎡

賃借権設定

１０年です。
番号１０：譲渡人、譲受人記載のとおりです。申請土地の状況
1197 番 1

地目台帳現況ともに田

面積 2,809 ㎡

大字河陰字久木野田

外２筆計３筆 6,767 ㎡

賃借権設定

５年です。
番号１１：譲渡人、譲受人記載のとおりです。申請土地の状況
番2

地目台帳現況ともに畑

面積 1,571 ㎡

大字河陽字尾小森 1312

外２筆計３筆 2,927 ㎡

賃借権設定５年

です。
番号１２：譲渡人、譲受人記載のとおりです。申請土地の状況
番

地目台帳現況ともに田

面積 3,304 ㎡

大字河陽字竹田 1623

外４筆計５筆 9,168 ㎡

賃借権設定１０年

です。
番号１３：譲渡人、譲受人記載のとおりです。申請土地の状況
番

地目台帳現況ともに田

面積 880 ㎡

大字立野字立石 1445

外１筆計２筆 3,517 ㎡

賃借権設定５年で

す。
番号１４：譲渡人、譲受人記載のとおりです。申請土地の状況
2

地目台帳現況ともに田

面積 2,373 ㎡

大字立野字霾子 54 番

外４筆計５筆 6,117 ㎡

賃借権設定５年と

なっております。
以上、新規案件１４件、再設定１０件ご審議よろしくお願い致します。
会長

ありとうございます。地元委員の説明をする前に１０番が１２番興呂木委員の案件で
すので先に審議します。興呂木委員は退席をお願いします。
では１０番の地元委員の説明をお願いします。

１１番

議案第４号１０番について１１番の古澤が説明致します。申請人、譲受人は記載のと
おりでございます。申請人と譲受人は今までも小作をしておられまして、ちゃんとした
形でしたいということで、両者の間で話し合いがなされ成立いたしました。何ら問題は
ないと思っております。賃借権設定５年です。ご審議方よろしくお願い致します。

会長

ありがとうございます。では審議に移ります。
（異議なし）
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会長

では、議案第４号経営基盤強化促進法の許可申請について、番号１０番につきまして
異議がない方は挙手をお願いします。
（全員挙手）

会長

ありがとうございます。全員賛成と認め、１０番の案件は原案どおり可決します。
では、１番から地元委員の説明をお願いします。

７番

まず１番、２番につきまして７番の後藤がご説明申し上げます。今まで小作契約がな
されていませんでした。正規に契約を結ばれて賃借権設定３年ということでございま
す。
３番につきまして、やはり同じでございまして、今まで小作契約がなされていませんで
したが、この度正式に賃借権設定３年ということです。譲受人の方も新規就農といいま
すか、後継者でバリバリ活躍をしておられる方ですので、何ら問題ないと思いますので
ご審議よろしくお願いします。

１１番

４番、５番について１１番の古澤が説明致します。申請人、譲受人、記載のとおりで
ございます。４番の申請人については市内の方におられまして耕作が不可能ということ
で、この度、譲受人と両者の間で話し合いがなされました。賃借権設定５年となってお
ります。５番については、以前はお父さんの方がなされておりましたがもうできないと
いうことで、今までも何年か耕作しておられた譲受人の方とこの度話合いで正式に 契約
がなされまして、賃借権設定５年となっております。ご審議方よろしくお願い致します｡

１３番

議案第４号６、７、８、９番について１３番の市原が説明致します。６、７、８は譲
渡人親子関係になっております。譲受人も大規模に畜産をされており、賃借権設定１０
年との契約がなされております。また９番につきましては、学校の先生をされて退職さ
れておりますけれども、農家はできないということで賃借権設定１０年の申請になって
おります。ご審議方よろしくお願いします。

１４番

それでは議案第４号１１番について１４番の村上が説明致します。譲渡人、譲受人は
記載のとおりです。譲受人の方は新規就農者であります。譲渡人の方が、米つくりがで
きないということの賃借権設定５年です。審議よろしくお願い致します。

１８番

議案第４号番号１２について１８番の荒牧がご説明致します。つい最近、譲渡人のご
主人が他界され、現状の面積を作付けすることが困難になり、誰か作り手を探しておら
れると地元の推進委員さんからご相談がありました。ちょうど私の地区に米農家として
新規就農されて７～８年近くなられる譲受人に勧めたところ、現在耕作している水田と
も近く、同じ水田水利でもあることから将来の事も考えて快諾していただきました。
１０年の賃借権設定が行われています。ご審議よろしくお願いします。

１９番

１３番、１４番について、１９番の大塚がご説明申し上げます。まず１３番について、
譲渡人、譲受人、土地の状況は記載のとおりでございます。譲渡人は農業をされておら
ず土地を荒らさないようにということで、譲受人と合意の上今回の契約となりました。
譲受人の住所は記載のとおりとなっておりますが、長年立野地区でも農業に携わってこ
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られた方で何ら問題はないと思われます。賃借権設定５年での契約となっております。
続きまして１４番について、譲渡人、譲受人、土地の状況は記載のとおりです。こち
らも譲渡人の方は農業をされておらず、土地を荒らさないようにということで、譲受人
と合意の上今回の契約となりました。譲受人は水田ができない環境の中で、一番の適任
者と思われる方で何ら問題はないものと思われます。賃借権設定５年での契約となって
おります。ご審議方よろしくお願い致します。
会長

ありがとうございます。地元委員の説明が終わりましたので審議をお願いします。
（異議なし）
では、採決に移ります。議案第４号経営基盤強化促進法の許可申請について、異議が

会長

ない方は挙手をお願いします。
（全員挙手）

会長

ありがとうございます。全員賛成と認め、議案第４号は原案どおり可決します。

会長

以上で議案の審議は終了しました。７月の総会の日程を決めたいと思います。
７月１０日水曜日いかがですか。意見がないようですので７月１０日に決めたいと思い
ます。よろしくお願いします。また次回の農業委員会憲章の指揮は、１４番村上豊彦委
員、１５番宮﨑明委員にお願いします。その他委員の皆さまから何かありませんか。
ないようですので事務局からお願いします。

事務局

それでは事務局より、活動記録簿を毎回出していただいておりますので、こちらの提
出をお願いしておきます。
それと個別に農業委員会の方に、どうしても耕作ができないという方が来られる事が
あります。そういったときに委員さんや推進委員さんに連絡をとって、どうにか調整し
ていただくような形が今後増えていくような状況です。その時には、ぜひ相談を受けて
いただいて、担い手を探していただくなどがありますので、どうぞご協力をお願い致し
ます。

会長

それでは、第２４回農業委員会を閉会します。

７．閉 会 時 刻

１０時３２分閉会

会議の内容に相違なきことを認めここに署名する。
農業委員会会長
議事録署名者
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後 藤

秀 和

１２番

興呂木

１３番

市原

和也
きみよ

