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それでは皆様、改めましておはようございます。総会に先立ちましてご報告申し上げ
ます。委員総数１９名、本日の出席委員１９名で、本日の総会が成立したことをご報告
いたします。では早速、第１９回の南阿蘇村農業委員会総会を始めさせていただきます。
会長よりご挨拶申し上げます。

会長

おはようございます。明けましておめでとうございます。また今年もよろしくお願い
します。忘年会でも言いましたように、任期も半分を迎えようとしております。農業委
員と最適化ふたつありまして、いろいろな課題がありますけれども、もう半分になりま
して皆さん顔見知りになられたし、意見も言いやすいと思いますので、今後とも絶大な
ご協力をよろしくお願い致します。

議長

では、第１９回南阿蘇村農業委員会総会を開催いたします。本日の議事録署名委員に
１番島田豊委員、３番宇藤欣喜委員を指名します。
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
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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
上東原 2638 番

地目台帳現況ともに畑

面積 406 ㎡

大字中松字

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1

地目台帳現況ともに田

面積 2,232 ㎡

大字河陰字山田原 1722

所有権移転売買です。

番号３：譲渡人、譲受人記載のとおりです。申請土地の状況
地目台帳現況ともに田

面積 2,268 ㎡

他3筆

計４筆 4,634 ㎡

大字河陽字横田 227 番
所有権移転売買とな

っております。
以上３件ご審議方よろしくお願いいたします。
議長

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。

６番

農地法第３条の規定による許可申請について、１番につきまして６番の安達がご説明
申し上げます。申請人、申請土地につきましては議案書記載のとおりでございますが、
譲渡人の方につきましては今回親から相続を受け土地を所有されましたけども、南阿蘇
に居住しておらず、また農業経験もないため、土地をもっていても荒らしてしまうだけ
ということで、隣に耕作されている譲受人の方がどうしても引き受けたいということで
申請があがっております。農地法３条の売買でございます。ご審議方よろしくお願いし
ます。

１０番

議案第１号２番について、１０番の佐藤が説明します。譲渡人、譲受人は議案書記載
のとおりでございます。譲受人が農園をされておりまして、規模拡大を図られておりま
す。大幅な規模拡大をしたいということで４、５年前から譲渡人と話し合いが持たれて
おりましたが、この度話し合いができまして今回の申請となっております。所有権移転
売買の申請があがっております。ご審議方よろしくお願いします。

１４番

議案第１号３番について、１４番の村上が説明致します。譲渡人と譲受人は議案書記
載のとおりでございます。内容としては譲渡人の方が相続したものの、遠くて農地の耕
作ができないということで譲受人の方に売買です。所有権移転売買であがっておりま
す。よろしくお願いします。

議長

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）

議長

議案第２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）

議長
議長

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。
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。
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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
1434 番

地目台帳現況ともに畑

大字久石字二の駄原

面積 869 ㎡ 他１筆計２筆 2,196 ㎡

転用目的クヌギ

植林となっております。
番号２：申請人記載のとおりです。申請土地の状況
台帳現況ともに畑

面積 922 ㎡

大字河陽字田坪 5134 番 2

地目

転用目的農家住宅建設となっております。

以上２件、ご審議よろしくお願いいたします。
議長
１２番

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。
議案第２号１番につきまして１２番の興呂木が説明致します。申請人はもう４５年く
らい前に名古屋の方に一家総出で引っ越されまして、申請人のお父さんが定年退職を機
にまた地元に帰ってこられまして、農業の経験は全然無い人でしたので、このままじゃ
土地が荒れるということで、何の許可もなくクヌギを十数年前に植えられました。それ
でお父さんが亡くなられまして、息子さんが相続をされたときにクヌギが植えてある所
が畑であるということがわかりまして、山林に地目変更ができないかということでご相
談がありました。遺族も地元じゃなくして名古屋在住ですので、こっちにおられないの
で、そのままにしておれば土地が荒れるからどうにか山としてそのままクヌギを維持で
きないかということで申請があがっております。始末書添付でございます。ご審議よろ
しくお願いします。

１５番

４条の許可申請の２番の件について、１５番の宮﨑が説明致します。申請人、土地の
状況は記載のとおりです。申請人は前の地震災害において納屋、母屋ともに全壊しまし
たので、この度新しく建て直すことになりましたが、以前あった宅地に亀裂が入ってい
ましたので、家を建てる事ができないということで、今回申請されましたのでよろしく
お願い致します。

議長

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、意義がない方は挙手
をお願いします。
（全員挙手）

議長

全員賛成と認め、議案第２号は原案どおり可決します。
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議長

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

朗読いたします。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
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
下西原 1933 番

地目台帳現況ともに田

面積 3,016 ㎡

大字河陽字

転用目的災害公営住宅

転用

所有権移転有償となっております。
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 3,014 ㎡

大字河陽字下西原 1932

転用目的災害公営住宅

転用所有権移転有

償となっております。
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

地目台帳現況ともに畑

面積 648 ㎡

他１筆計２筆 737 ㎡

設

転用所有権移転有償となっております。

大字河陽字中家鶴 1498
転用目的太陽光発電施

以上３件、ご審議方よろしくお願いいたします。
議長
１８番

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。
議案第３号番号１、２について１８番の荒牧がご説明致します。この度２件の譲渡人
と南阿蘇村との間で所有権移転の合意がなされ、８棟１６戸の災害公営住宅が追加建設
されることになりました。３月着工で１１月に完成予定とのことです。申請土地はＪＡ
長陽給油所前の村道を挟んで東側、現在建設中の下西原第一団地の北に隣接する農地２
筆です。第一団地同様、計画実施においては協議調整されており、問題ないものと思わ
れますのでご審議よろしくお願いします。

１４番

議案第３号３番について、１４番の村上が説明致します。譲渡人、譲受人は議案書に
記載のとおりでございます。内容としては太陽光発電ですが、隣接する農地と宅地の方
には同意書をとっておりますので、何ら問題はないと思いますのでよろしくお願いしま
す。転用所有権移転有償です。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）

議長

では、採決に移ります。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、意
義がない方は挙手をお願いします。
（全員挙手）

議長

全員賛成と認め、議案第３号は原案どおり可決します。

議長

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までから９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

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
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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
南豆塚 2439 番 1

地目台帳現況ともに畑

面積 2153 ㎡

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
1

地目台帳現況ともに田

面積 1,482 ㎡

地目台帳現況ともに田

大字一関字高木 729 番

賃借権設定１０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
番1

大字両併字

面積 2,049 ㎡

大字河陰字西の切 1022

外６筆 計７筆 14,799 ㎡

賃借権設定５

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
番

地目台帳現況ともに田

面積 2,733 ㎡

大字久石字二の長迫 2716

外１筆計２筆 4,827 ㎡

賃借権設定３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
番1

地目台帳現況ともに田

面積 580 ㎡

大字河陰字浜尾鶴 537

外１筆計２筆 2,734 ㎡

賃借権設定５年と

なっております。
番号６：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 1,477 ㎡

外３筆計４筆 7,077 ㎡

番号７：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 3,275 ㎡
面積 2,703 ㎡

賃借権設定５年です。
大字河陽字田坪 5101 番

賃借権設定３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
地目台帳現況ともに田

大字河陽字局田 292 番

大字立野字霾子 52 番 1

外１筆計２筆 4,216 ㎡

農地中間管理事業特例

事業売買となっております。
番号９：譲渡人、譲受人記載のとおりです。申請土地の状況
番1

地目台帳現況ともに畑

面積 3,136 ㎡

大字中松字西古閑原 3269

農地中間管理事業特例事業売買となって

おります。
以上、新規案件９件、再設定３件ご審議方よろしくお願いいたします。
議長

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

議案第４号１番を７番の後藤がご説明申し上げます。譲渡人、譲受人記載のとおりで
ございます。譲受人は新規就農をされておられまして、この度また新たに土地を借りて
小作をするということで賃借権設定３年となっております。ご審議方よろしくお願い致
します。

４番

議案第４号２番について４番の渡邊が説明致します。譲渡人、譲受人は記載のとおり
です。譲渡人と譲受人は親戚関係にあります。譲渡人が自身での耕作が難しくなったと
のことで譲受人との契約になりました。賃借権設定１０年です。ご審議よろしくお願い
致します｡

９番

３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。関係は親戚関係でございまして、以前から譲受人の方が耕作はなされて
おりましたけれども、今回正式に賃借権設定５年ということで申請があがっておりま
す。ご審議の程よろしくお願い致します。

１１番

４番５番について１１番の古澤が説明申し上げます。譲渡人、譲受人は記載のとおり
でございます。４番については、譲渡人が高齢のためどうしてもお願いしたいというこ
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とで、両者の間で協議がなされ成立しております。賃借権設定３年です。
５番については譲渡人がすでに亡くなっておられます。この度、譲受人の方が引き受
けることになりましたが、亡くなっておられますために代理人との間で協議が成立して
おります。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します。
１４番

議案第４号の６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
おりでございます。譲渡人の方が、旦那さんが亡くなられて農地の維持管理ができない
ということで、譲受人の方にお願いした次第でございます。賃借権設定５年です。よろ
しくお願いします。

１５番

番号７番の件を１５番の宮﨑が説明致します。譲渡人、譲受人、所在地は記載のとお
りです。譲渡人は地震災害によって耕作ができないということで、この度３年間の賃借
権設定を申請されましたのでよろしくお願いします。

事務局

８番９番につきまして事務局よりご説明申し上げます。まず８番につきましてご説明
申し上げます。譲渡人、譲受人記載のとおりでございます。こちらは農地中間管理事業
の特例事業の売買事業を使いまして、買い取り又今度認定農業者等に売り渡す案件でご
ざいます。こちらの場所につきましては、長陽大橋を渡りまして曲がりくねったところ
に牛舎が建っております。そちらの北側にある農地となっております。こちらの方は反
９５万での取り引きとなっております。
９番につきましてご説明申し上げます。こちらも特例事業売買で公社が買い受けまし
て、また認定農業者等に売り渡す案件でございます。こちらの方は場所を言いますと 一
心行の桜公園のバイパス沿いの近くにある農地となっております。こちらは畑でござい
ます。また売主様の方も買主と協議した結果、反当り３０万円での取引価格となってお
ります。以上２件ご審議方よろしくお願い致します。

議長

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）

議長

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
ない方は挙手をお願いします。
（全員挙手）

議長

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。

議長

以上で議案の審議は終了しましたが、２月の総会の日程を決めたいと思います
２月１０日が日曜日のため前か後ろかいかがでしょうか。

議長

農政課から要望がありまして、土づくり講習会の２回目を２月１２日火曜日１１時か
ら１時間程度いただけないかということで提案があっておりますが、総会が１０時から
で間に合うか議案次第でわからないので、総会を２月１２日９時半からでお願いしたい
と思います。
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２月は最適化推進委員も合同になりますので、よろしくお願いします。
他に事務局から何かありますか。
事務局

事務局からはいつもどおり毎月の活動記録簿の提出をお願いします。女性農業委員に
は別途通知をお配りしておりますのでお目通し願います。また女性委員の方は、総会終
了後少し残っていただきますようお願いします。
事務局からは以上です。

議長

他に何もなければ、第１９回南阿蘇村農業委員会を終了します。ありがとうございま
した。

７．閉 会 時 刻

１０時３１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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秀 和

１番

島田

豊

３番

宇藤

欣喜

