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本総会開催にあたりまして委員総数１９名、本日の出席者数１９名ということで、会
議規則７条により本総会の成立を報告いたします。それでは定刻になりましたので、総
会を開会させていただきます。まず会長よりご挨拶申し上げます。

会長

おはようございます。今日は、合同会議ということで朝早くから最適化推進委員の皆
様にも現地確認から同席いただきありがとうございました。総会後は農地法に関する研
修を予定しておりますので、最後までよろしくお願いいたします。

議長

それでは、第１６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１４番村上豊彦委員、１５番宮﨑明委員を指名します。
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

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
西中原 2213 番 4

地目台帳現況ともに畑

面積 90 ㎡

大字両併字

他１筆 計２筆 113 ㎡

移動の

理由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
1

大字一関字下ノ原 874

番2

地目台帳現況ともに田

面積 228 ㎡

所有権移転贈与となっております。

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。では地元委員の説明をお願いいたします。

７番

議案１号１番について、７番の後藤が説明致します。譲渡人、譲受人は記載のとおり
です。譲渡人は高齢で、子どもさんも県外に就職されており、農地の管理ができなくな
っており、この案件は５条申請と関連しておりまして、この申請農地は道路から奥の畑
への通路となります。所有権移転売買です。ご審議方よろしくお願いします。

４番

議案第１号２番につきまして、４番の渡邊がご説明致します。譲渡人、譲受人は記載
のとおりです。叔父と甥の親戚関係で、譲渡人は村外に住んでおられ農地の管理が難し
いということで、地元で農業をされている譲受人の方に農地を贈与されることになりま
した。ご審議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

異議がないようですので、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）

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：申請人記載のとおりです。申請土地の状況
目台帳現況共に畑

面積 205 ㎡

大字長野字中江ノ前 656 番

地

転用目的農家住宅建設となっております。

以上１件、ご審議方よろしくお願いいたします。
議長
１７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。
議案第２号 1 番について、１７番の長野が説明致します。申請人記載のとおりです。
申請人は震災により、元の住んでいた場所は高土手があり危険で、同じ場所での居住は
難しいということで、近くの自己所有地での新築を検討されておりました。今回、元の
居住地の近くで道沿いの申請地は、近隣に農地もなく、給排水にも問題ないということ
で申請があっております。ご審議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。
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（異議なし）
議長

異議がないようですので、採決に移ります。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、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２号は原案どおり可決します。

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
西中原 2213 番 1
び通路

地目台帳現況ともに畑

面積 1,011 ㎡

転用目的建設資材置き場及

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
5

地目台帳現況ともに原野

面積 181,389 ㎡

転用目的地熱資源調査施設

大字長野字吉岡 2514 番

他１筆計２筆 409,123 ㎡の内 6,106 ㎡

転用賃借権設定移転となっております。

番号３：譲渡人、譲受人記載のとおりです。申請土地の状況
1

大字両併字

地目台帳現況ともに田

面積 651 ㎡

大字河陽字道下 3525 番

転用目的作業進入路及び資材置場等

転用賃

借権設定移転となっております。
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

転用）

面積 1,604 ㎡

大字河陽字西所原 3596

転用目的作業進入路及び資材置場等（一時

転用賃借権設定移転となっております。

番号５：譲渡人、譲受人記載のとおりです。申請土地の状況
2

地目台帳現況ともに田

面積 905 ㎡

大字立野字馬立 208 番

転用目的農産物加工施設

使用貸借権利設定

移転となっております。
番号６：譲渡人、譲受人記載のとおりです。申請土地の状況
1

地目台帳現況ともに田

面積 438 ㎡

他１筆計２筆 566 ㎡

大字立野字本村 849 番
転用目的一般住宅建設

転用所有権移転無償となっております。
番号７：譲渡人、譲受人記載のとおりです。申請土地の状況
番 12

地目台帳現況ともに田

面積 185 ㎡

大字久石字一の平原 3677

転用目的一般住宅建設

転用所有権移転

有償となっております。
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6

地目台帳現況ともに田

面積 223 ㎡

大字久石字一の平原 3686

転用目的一般住宅建設

転用所有権移転有

償となっております。
以上８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

１番について７番の後藤がご説明申し上げます。この案件は先程３条の１番に関係し
ていまして、建設資材置き場及び通路となっております。譲受人は土建業をされておら
れます。今度売買が成立いたしまして、重機等、建設資材を置くところがないので置く
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という事で転用所有権移転有償となっております。ご審議方よろしくお願い致します。
１７番

議案第３号２番について、１７番の長野が説明致します。地熱調査資源施設として借
上げがなされています。組合員の同意もなされており問題ないと思われますのでご審議
よろしくお願いいたします。

１８番

議案第３号番号３、４について、１８番の荒牧がご説明致します。譲渡人、譲受人、
並びに申請土地の状況は議案書記載のとおりです。譲受人は南阿蘇鉄道の災害復旧工事
を請け負われている会社であり、トンネルの工事をされています。申請土地は現場から
最も近く、道路沿いということもあり資材置場としても好条件ということです。譲渡人
とも協議がなされ同意も得られています。転用賃借権設定移転の契約が結ばれることに
何ら問題はないかと思われますのでご審議よろしくお願いします。

１９番

議案第３号５、６について、１９番の大塚がご説明します。まず５番について譲受人、
譲渡人は記載のとおりでございます。譲受人は地震により所有していた農産物加工施設
が使用不能になったため、隣の圃場に同施設を新築することとなりました。譲渡人は譲
受人の代表の親族ということで双方合意の下、使用貸借権設定移転の申請があがってお
ります。この農地は第１種農地となっておりますが、農産物加工施設ということで問題
はないものと思われます。給排水計画や隣接同意も問題ないと思われますのでご審議方
よろしくお願いします。
続きまして６番についてご説明申しあげます。譲渡人、譲受人記載のとおりでござい
ます。譲渡人と譲受人は親族関係、祖父と孫にあり、双方合意の下今回の申請となりま
した。申請地はおべんとうのヒライよりも国道５７号線を西へ１００ｍ程の場所にあ
り、給排水についても問題はないものと思われますのでご審議方よろしくお願いいたし
ます。

１３番

議案第３号７番８番について、１３番の市原が説明致します。譲渡人、譲受人、土地
の状況については記載のとおりです。７番８番は同じ案件で段違いの農地になります。
譲受人は出身が一関の方で派遣の仕事がこちらになり永住したいとの思いで合意がな
されての案件になります。給排水等も全く問題はございません。場所はあそ望の郷より
県道を挟み南へ 500ｍ程上ったところになります。住宅地に隣接しており何ら問題はな
いと思われます。ご審議方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）

１１番

すみません。２番の地熱調査についてもう少し説明をしてもらえますか。

事務局

はい。事務局から説明申しあげます。こちらは九州電力が地熱調査をしてここに有効
な資源があるというのを探すという施設になっております。実際こちらは長野の牧野で
草千里から南に２キロ程のところの牧野になっております。そこにヘリなどを飛ばして
地熱があるという調査結果が出たみたいなので、そこを調査させていただきたいと、そ
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の後にその地熱資源が有効であれば今後活用させていただきたいという話しをいただ
いております。ただ、その事前の調査になっておりますので、まだ、未知数ではありま
すけれどもそのような調査の施設となっております。
会長

よいですか。

１１番

はい。

１０番

この４番の一時転用とは期間があるのですか。

事務局

はい。４番について説明申しあげます。３番４番は小字が違いますが隣接している農
地となっております。こちらは南阿蘇鉄道が災害復旧のために借り受けようとしている
農地となっております。実際、工事が第一期工事、第二期工事とあるみたいなんですけ
れども、時期的にはまずこの譲受人が工事をされる期間、この一時転用となっておりま
す。一年半くらいを一時転用として申請書があがっております。今後譲受人である請負
者が変わる場合があれば申請者を代えてまた一時転用という形で出していただこうか
と思っております。以上です。

会長
事務局

決を採りたいが、２番は６反も転用して何か施設を建てられるのか。
はい。議案書の参考資料、３号２番九州電力株式会社の図面をつけております。こち
ら見て頂きますと、西側の左下の方に四角で囲んであるところがありますけれども、こ
ちらにボーリングのやぐらが立ちます。その上の方にはケーシングと言って掘るパイプ
を置く場所、一番北側には泥溜ピットとあります。掘るときに泥が出て、水と一緒に掘
ってそれを汲み上げて一時保管する場所となっております。こちらの水は一旦出たら汚
水となりますので、これは九電さんが敷地外に持って行って処理をされることとなって
おります。また、それに必要な施設でセメントサイロや溶解水タンク、セメンチングポ
ンプなどありますけれども、掘りながらセメントを入れていかれる工事のため、こうい
ったプラントなどができる予定となっております。あとは電気がないために発電機とか
エアコンプレッサを動かしてそういった所を使うようになっております。水につきまし
ては近くにボーリングをされる予定みたいなので、そういった許可も取っていただいて
おります。こちらは景観条例で厳しい地区であります。厳しいのでそういった のも環境
省から掘削の許可等はいただかれております。あとはウチの村の温泉の近くにあります
ので、そういった許可も一緒にいただいてもらうように計画となっております。それが
出るのが１１月末ということなので、県にいきましてこちらの許可がでるのは同日許可
となって１１月末に許可がおりる予定となっておりますので、以上で説明を終わりま
す。

議長

ありがとうございました。他にないですか。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。
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議長

続きまして議案第４号経営基盤強化促進法の許可申請について番号１番２番３番及
び７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
下迫 5037 番

地目台帳現況ともに田

面積 343 ㎡

他２筆計３筆 3,005 ㎡

大字河陽字
賃借権設

定５年となっております。
番号２：譲渡人、譲受人記載のとおりです。申請土地の状況
地目台帳現況ともに田

面積 1,085 ㎡

他２筆計３筆 3,922 ㎡

大字河陽字下迫 5026 番
賃借権設定５年となっ

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
地目台帳現況ともに田

面積 1,700 ㎡

大字河陰字立石 85 番 1

他４筆計５筆 9,229 ㎡

賃借権設定５年となっ

番号７：譲渡人、譲受人記載のとおりです。申請土地の状況

大字両併字中郷 557 番

ております。
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地目台帳現況ともに田

面積 24 ㎡

他２筆計３筆 3,366 ㎡

賃借権設定１０年農地

中間管理事業となっております。
以上、新規案件４件、再設定３件ご審議よろしくお願いいたします。
議長
１５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。
１番と２番を１５番の宮﨑が説明致します。譲渡人と譲受人は記載のとおりです。本
件は２件とも譲渡人が地元には住んでおらず耕作ができないということで、今回申請が
ありましたのでご審議の程よろしくお願い致します。

１１番

３番について１１番の古澤がご説明申しあげます。譲渡人、譲受人は記載のとおりで
ございまして、親戚関係にございます。譲渡人のお父さんが今まで耕作されておりまし
たが高齢のため譲受人に作っていただきたいということで申請が出ております。譲受人
は新規就農者で非常に頑張っておられる方で、親戚関係でもございますし、今から大変
期待して農地を任されていると思います。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。

事務局

７番につきまして事務局よりご説明申し上げます。譲渡人、譲受人は記載のとおりで
す。こちらの方は農地中間管理事業を通じた借り受けとなっております。こちらは譲渡
人の方がもう耕作できないので、近所の認定農業者の方に声をかけたところ、こういっ
た形での貸借をしたいというお互いの相互合意の下でこのようになっております。場所
につきましてはこちら申請土地の状況３筆となっておりますけれども実際圃場整備が
終わりまして一時利用指定地となっており、面積はほぼ同じ面積となっております。賃
借権設定１０年となっております。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

議案第４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お願
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いします。
（全員挙手）
議長

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、１１月の総会の日程を決めたいと思いますの
で、１１月１０日は土曜日ですのでその前後に開催したいと思いますが。８日は農業委
員研修があるな。

４番

８日の研修が午後開催なので、午前中総会ではどうですか？

議長

それでは１１月８日の午前中で決定します。時間は封筒で連絡します。よろしくお願
いします。以上で農業委員会は終わります。引き続き合同研修会を行います。
１０時４０分閉会
～研修会の開催『農地法研修会』～
１１時４５分再開

会長

総会は一度閉会しましたが、追加案件の審議がございましたので、ここで再開して審
議したいと思います。事務局に議案の朗読をお願いします。

事務局

議案第３号農地法第５号の規定による許可申請について、番号９追加案件となりま
す。譲渡人、譲受人（議案書）記載のとおりです。申請土地の状況
2755 番

地目台帳現況ともに畑

太陽光発電施設設置
議長
事務局

面積 3,303 ㎡

大字吉田字桑鶴谷

他５筆計６筆 21,831 ㎡

転用目的

転用所有権移転有償となっております。

追加になった理由を説明してください。
追加になった理由ですけれども、裏の方をご覧ください。赤でお示ししているところ
が今回の議案に載っている地番となっております。前々回の総会で赤枠以外の場所を審
議していただいています。こちらの赤色の部分は相続ができていなかったために、所有
権移転売買ができなかった農地となっております。今回その相続が完了しまして売り渡
しが可能となったため今回の案件となっております。
追加で説明いたしますと、実際こちらが急遽追加になったのは、そういった問題もあ
りますし、ここまでに行く道に私有地が通ってございました。私有地を通るがために、
私有地の所有権者様とお話し合いができてなくて、通ったら道の具合とかそういった話
し合いもないのに転用を行うのかとこの道の所有者様から一旦連絡がありまして、そう
いった案件だったんですねということでお話しをいただいて、それではきちんと通って
いいという通行許可をいただいてからの申請にしてくださいという話しをしておりま
した。それが今日の今日、その承諾をいただいたという話しをいただきました。勘違い
されて１０日の委員会と思われていて、今日持ってくればいいと実際思われていたので
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すが、承諾書が今日揃うという事で今日の案件に追加として載せさせていただいており
ます。以上説明を終わります。
議長

説明が終わりましたので審議します。

１４番

いいですか？この承諾書はここに持ってきてあるのか。

事務局

こちらの転用を行う会社と、土地の所有者の両方の印鑑が揃った書類を持ってきてい
ただいているところです。ただし、道の所有者様からも本日連絡をいただきまして、承
諾をしましたと確認できているところですので、間違いはないと思います。

１２番

相続はちゃんとできているのか。

事務局

相続はちゃんとできて名前も代わっております。

６番

この赤線がついているところが追加ですか。前回かかった分の追加ということです
か。前回は面積が少なかったが、今回はこの追加分の面積全体も含めて申請するという
ことか。これは国の許可がいるのではないか。

事務局

39,500 位になっておりますので、４ヘクタール以下なのでいりません。

１４番

前の分は前の総会で通っていて、赤の部分が今度の申請になっているということか。

事務局

はい。相続ができていなかった分となります。その他の申請書類は揃っております。
そういった道の権利の話ができていなかったということを事務局も知らなかったので。

１４番
議長

以前にもそれで流れた経緯がある。
雑談のような話しになるが、送電線が近くにとおっている。これだけ広いなら鉄塔の
線の工事についても九州電力とは話しができているのか。

事務局

はい。そちらの方の接続の契約も済んでおります。実際これは２７年度頃に一度申請
があった案件になりますけれども、熊本地震で送電線に電気をのせるということができ
ないということもあってずっと動いていなかったようです。で今回送電線の張替えなど
九州電力の方も対応ができたということで接続契約を新たに結びなおしてある契約書
も申請書には付けていただいております。

６番

もう一点いいですか。県の規模拡大の 1 万㎡超えるので県の許可がいるのではない
か。事業規模拡大の県の許可が必要ではないか。開発許可はとれているのか。

事務局

それは取れていると思いますが、もう一度確認します。

１４番

ひとついいか。何でそんなに急がなければならないのか理由を教えてほしい。緊急に
今日出さなければならない理由は何か。
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事務局

実際、前回申請を出されていたのですが相続が終わっていないというところで、相続
ができてからしか申請できませんということではねておりました。それで相続が終わり
ましたということで今回の申請に持ってきますということで持ってこられて、こちらも
議案書を作るときに確認しながら作っているところに、道の所有者様からそういった承
諾を出していないのに転用ができるのかということで、事務局としては止めていたわけ
です。実際議案書に載せるか載せないかはそれが出来次第というところでいたのです
が、それが先週の金曜日に連絡をうけて、月曜日にそういった話し合いをしてください
ということで施工者に連絡を入れました。それが終わらないと議事にはあげれませんの
で申請は保留しておきますと話していたわけです。保留といっても議案書に載せておけ
ばよかったのですが、載せずに保留してすぐに承諾書が取れないと思っていたので。承
諾なく通るようなことはさせないというような話をされていたので、しばらく時間がか
かるのかなと判断しておりましたら、今朝連絡がありまして、承諾がとれておりますと
いうことでしたので、今回臨時の追加案件となりました。

１４番

それは農業委員会事務局の責任ということか。本人さんが今日でないといけないとい
う理由はなにか。来月でもいいのではないか。まだ未確認のところがあるではないか。
また後からできなかったということになれば、それはどうかと心配するが。急いで今日
通してまた違ったから次にということになればそれもおかしなことになる。なのでなぜ
そんなに急がなければならないのか理由は何か。

事務局

事務局としての想像になりますが、契約を進めるために農地転用の許可というのが一
つの条件なのではないかと思います。

議長
事務局

前は賃借かなにかでその名義の人が亡くなった。
そうです。賃借権設定してあってその方が亡くなられて、本来賃貸借契約でそのまま
行ってもいいんですけれども、実際もう賃貸借ではなく農地を売りたいというお話しだ
ったようです。売りたいとなった時にまだ二名はご存命で、もう一人の方の相続が発生
しました。それで、相続が済んでからしか受け付けられないということで、相続が 9 月
の 7 日過ぎに終わったみたいで、本当は前回の時にかけたかったようですけれども無理
だからということで一旦帰っていただいております。で今回になった次第というところ
もあります。

６番

もうひとついいですか。私が心配したのは前回が 6 反ぐらいだったと思う。9 月にあ
がったのが。で 9 月に 6 反であがって、今回は 21000 あがってるから、前回は 6 反で 1
万㎡未満で規模拡大の申請は必要なかったと思うが、今回は 21000 を急にということで
場所は同じなので、勘ぐればわざと二回に分けて必要な申請を出してないなどはないか
を心配している。

事務局

そこの説明が抜けておりました。実際、県の方から一応総会は通ってはおりますけれ
ども、相続分の申請が出るのであれば保留してくれという話があっております。この分
は実際保留しておりまして県には送っておりません。で、今回合わせて送ってくれとい
うことで一緒に提出することになっております。、
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６番
事務局

一番目の許可の分も県は把握しているのですね。
わかっております。ただここは一体的でないと変更になるから保留してくれというこ
とで、次の申請があってから一緒に出してくださいという話があっております。

６番
事務局

それがわからないので、勘ぐると心配することになるので。
実際ここは県に見てもらって、２回に分けて出すのはおかしいと、一旦総会を通して
いただいてるのは保留してくれと、次に出たところと一緒に出すのが本来の形ですとい
う県からの指導でこのような形となっております。

１４番

一箇所の申請を分けてとなると、何か問題があるからではないかと勘ぐってしまう
が、県へはまとめての許可申請ということであるなら納得した。

事務局

説明不足で申し訳ありませんでした。
この案件をひとつずつ出すのはおかしいと言われたので、まとめて一本で提出しま
す。

６番

それでは農業委員会は前も通っているが今回が初めての県への申請になるのですね。
ただ太陽光は面積が大きいので、農地でどんなに山の上といっても今はトラブルが多い
ので心配する。

事務局

道がトラブルの元で時間がかかるのではと思っていたのですが、了承が取れたという
ことで連絡を受けたので、どうしても今月に出してほしいという要望もありまして、こ
のようになりました。

議長

他にないですか。採決をしていいですか。
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

賛成多数と認め、農地法第５条の規定による許可申請は原案どおり可決します。

議長

ご審議ありがとうございました。以上をもって第１６回南阿蘇村農業委員会総会を終
了いたします。

７．閉 会 時 刻

１２時０８分閉会
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