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おはようございます。定刻になりますので会の方を進めさせていただきます。若干あ
の推進委員さんお見えになっておりませんけれども、進めさせていただきます。
それでは本総会の開催にあたりましてご報告を申し上げます。委員総数１９名、本日
の出席委員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ご報告
致します。
それでは農業委員会憲章を皆様と一緒に唱和したいと思います。皆さまご起立をよろ
しくお願い致します。
それでは定刻になりましたので、第３２回南阿蘇村農業委員会総会を開会致します。
今回の農業委員会憲章の指揮は１０番 佐藤委員、１１番 古澤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。それでは、本村農業委員会会議規則第５条の定めにより、
以後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。久木野と長陽の現地確認ありがとうございました。今日は合同
委員会ということでお集まりいただきありがとうございます。ちょっと質問していいで
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すか？今日は欠席でありますけれども、木之内くんと阿蘇市のトマトイチゴ農家が出て
いた件をご存じの方は手を挙げてください。見ておられないですか？木之内くんの牛舎
の事とか、それをご存じの方は手を挙げてもらいたかったのですが。
ということは全国農業新聞を読んでいる方はおられないということですか？前回の全
国農業新聞に出ていたじゃないですか。地方版のところに。
他委員

議案の事かと思った。議案に上がったのは知らないなあと思って。

会長

違います。全国農業新聞の普及活動をいろいろと言われるので、委員さん方がどのく
らい目を通しておられるかと思って質問したところです。

他委員

だから意味がわからなかった。

会長

だいたい自分の考えが先にいくもので、木之内くんと言えば皆さん農業新聞のことだ
とピンと来られると思ったので。
ということで全国農業新聞には遊休農地などいろいろな問題が出てきておりますので、
さらっと流してでも一辺読んでいただいて、南阿蘇村でもやってみようかというような
内容があった時には、こういう委員会の中でも出してもらいたいと思います。
ところで局長と二人で、２７日あの風が吹いた日に山鹿に研修に行きましたけれど
も、山鹿市も山の上の方でまた養蚕をしたりして、全然違う形で頑張っておられる所も
ありますので、やはりもう遊休農地がだんだん出てきて、白川裏でももう大根の生産者
がやめた時には、全部遊休農地になってしまいますけれども、それを諦めじゃなくて、
委員にはやっぱり責任があるという感じで、もう仕方ないというよりも、どうにかした
いという気持ちで頑張っていただきたいと思います。意味が伝わりましたでしょうか。

議長

では只今から第３２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１０番 佐藤久康委員、１１番 古澤博康委員を指名します。
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
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
小陣 1633 番 1

地目台帳現況ともに田

面積 408 ㎡

大字両併字

外 2 筆計 3 筆 2,476 ㎡ 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 910 ㎡

大字一関字上ノ原 943

外 6 筆計 7 筆 6,592 ㎡ 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
1

地目台帳現況ともに田

面積 856 ㎡

所有権移転売買です。

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 56

地目台帳現況ともに畑

面積 754 ㎡

地目台帳現況ともに畑

面積 719 ㎡
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大字河陰字夫婦石 5283

所有権移転売買です。

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

大字一関字祇園 683 番

大字河陰字午王谷 5286

所有権移転売買です。

番号６：譲渡人、譲受人記載のとおりです。申請土地の状況
番

地目台帳現況ともに田

面積 605 ㎡

大字河陽字小沢津 686

所有権移転売買となっております。

以上６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。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 1 号 1 番について、7 番の後藤がご説明致します。譲渡人、譲受人記載のとお
りです。譲渡人は財産分与でもらわれました土地を管理しておられましたが、高齢のた
めにもうできないということで、譲受人の方に売買ということになりました。何ら問題
はないと思われます。よろしくお願いします。

４番

議案第 1 号２番、３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。２番につきましては、譲受人が耕作されていましたが、譲渡人が後継者も
いないため売りたいということで譲受人に相談されたところ、自分の農地の隣接地でも
あるのでということで、契約の運びとなりました。所有権移転売買です。
３番につきましては、譲受人、譲渡人は遠い親戚関係にあります。譲渡人は遠方にお
り、戻ってきて耕作することもないので、処分したいということで、隣接地に農地を持
つ譲受人に購入の相談をされ同意の運びとなりました。所有権移転売買です。ご審議よ
ろしくお願いします。

９番

４番、５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。譲渡人の方は愛知県におられましてほとんど来られませんで、先
日ちょうど葬式くらいの時に帰ってこられまして、またお話がありまして、譲受人の方
と話がまとまりました。譲受人の方は地元住民の方でございます。場所は観音桜の周辺
でございまして、要は昔から言う分け畑でございます。所有権移転売買ということで申
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

１４番

続きまして議案第 1 号６番について、１４番の村上が説明致します。申請人、土地の
状況は議案書記載のとおりでございます。譲渡人の方が今までは親父さんが耕作されて
おりましたが、息子さんになって自分では耕作できないということで、譲受人の方に畑
が近所ということで話をされてまとまっております。所有権移転売買です。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

ありがとうございます。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）

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。
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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

はい朗読いたします。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
番

大字河陰字岸野 4133

地目台帳現況ともに田 面積 248 ㎡ 転用目的 農業資材置場

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。
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します。

９番

議案第２号１番につきまして、９番の古澤がご説明申し上げます。申請人は議案書記
載のとおりです。場所は岸野集落のほぼ中央にござまして、自宅敷地内の一角にありま
して、40 年前くらいから資材置き場になっていたような状態でございます。現在は息子
さんがいろいろ規模拡大されまして手広くやっておられます。今回正式に資材置き場と
して申請があがっております。始末書添付でございます。どうぞご審議の程よろしくお
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

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

はい朗読いたします。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
一の平原 3677 番 13

大字久石字

地目台帳現況ともに田 面積 210 ㎡ 外１筆計２筆 358 ㎡ 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２：譲渡人、譲受人記載のとおりです。申請土地の状況
番 7

地目台帳現況ともに田

面積 119 ㎡

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。
番号３：譲渡人、譲受人記載のとおりです。申請土地の状況
21

地目台帳現況ともに田

面積 164 ㎡

大字河陰字笹尾 4049 番

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４：譲渡人、譲受人記載のとおりです。申請土地の状況
24

地目台帳現況ともに田

面積 338 ㎡
4

大字河陰字笹尾 4049 番

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５：譲渡人、譲受人（議案書）記載のとおりです。申請土地の状況
泉水 177 番 1

大字下野字

地目台帳現況ともに畑 面積 2,724 ㎡ 外１筆計２筆 3,217 ㎡ 転用目的

従業員・関係者駐車場 転用所有権移転有償となっております。
以上５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。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。

４番

議案第３号１番、２番について、１３番の市原が説明致します。譲渡人、譲受人、申
請の土地については議案書記載のとおりです。譲受人の方は今市内で勤務医として働い
ていますが、今住まれているアパートが手狭となっているために家を建てる土地を探し
ていたところ、持ち主の方と話が決まりまして住宅建設の運びとなっております。周り
は新興住宅地になっておりまして給排水等何ら問題はないと思われます。
ご審議方よろしくお願い致します。

９番

議案第３号３番、４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。譲受人の方は現在大津町のアパートにおられまし
て、勤務先が高森ということで、今回子供さんが生まれるのをきっかけに、申請されて
おります土地に家を建て、南阿蘇村に永住したいとのことでございます。場所は岸野集
落の東側にあります新興住宅内になりまして、給水排水とも問題はないと思われます。
ご審議の程よろしくお願い致します。

１５番

５番を１５番の宮﨑が説明致します。譲渡人、譲受人は記載のとおりです。現地は
アーデンホテルに隣接した土地です。現在、譲渡人は農作業ができなくなりまして農地
は荒れた状態です。そして今回ホテルの方から駐車場が狭いということで、この土地を
駐車場にしたいということで転用所有権移転の申請となりましたのでよろしくお願い
します。

議長
１４番

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。
確認です。１番２番は譲受人が同じ人が２件ということは土地が狭いからですか。家
はひとつですか。

１３番

すみません。土地が段差になっておりまして、以前転用案件があった残りの部分にな
っておりまして、３筆ありますが家は１軒になります。

議長

他にありませんか。ないようですので採決に移ります。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、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３号は原案どおり可決します。

5

議長

続きまして議案第４号経営基盤強化促進法による許可申請について番号１から８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
蓬来園 2049 番

大字両併字

地目台帳現況ともに田 面積 3,531 ㎡ 外１筆計２筆 6,130 ㎡ 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1

大字吉田字小池鶴 860

地目台帳現況ともに田 面積 1,957 ㎡ 外４筆計５筆 5,882 ㎡ 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

大字吉田字西田 575 番

面積 2,756 ㎡ 外１筆計２筆 3,612 ㎡ 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1

地目台帳現況ともに田

大字河陰字浜尾鶴 529

面積 1,941 ㎡ 外２筆計３筆 5,390 ㎡ 賃借権設定１０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

地目台帳現況ともに田

大字河陽字上川原 2658

面積 1,329 ㎡ 外６筆計７筆 8,824 ㎡ 賃借権設定１０年

です。
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

大字河陽字石水 2675 番

面積 1,622 ㎡ 外５筆計６筆 6,036 ㎡ 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
番6

地目台帳現況ともに田

大字河陽字田ノ口 2875

面積 958 ㎡ 外２筆計３筆 3,084 ㎡

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

地目台帳現況ともに畑

面積 9,288 ㎡

大字両併字南豆塚 2458

農地中間管理機構１０年となっておりま

す。
以上、新規案件８件、再設定２件、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した。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４号１番について、７番の後藤がご説明申し上げます。譲渡人はハウスを建てて
おられましたが、もう全部解体されまして、1 人で農業をすることが困難ということで
この度譲受人と賃借権設定３年ということで契約が結ばれております。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。

８番

議案第４号２番３番について８番の岩本が説明致します。
譲渡人、譲受人は記載のとおりでございます。譲渡人は今まで小作契約をされず、譲
受人の方が耕作されておりました。それで今回正式に手続きがなされまして、譲受人の
方が若く経営の規模拡大を図っておられます。２番の賃借権設定３年、３番の賃借権設
定５年となっております。ご審議の程よろしくお願い致します。

１１番

４番について、１１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
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でございます。譲渡人は今まで自分で耕作しておられましたが、体調がすぐれないとい
うことで、今回譲受人と話し合いができました。譲受人は後継者もおり規模拡大をされ
ております。何ら問題はないと思います。賃借権設定１０年です。よろしくお願いしま
す。
１８番

議案第４号、番号５、６、７について、１８番の荒牧が説明致します。譲渡人、譲受
人、申請土地の状況は議案書記載のとおりです。いずれも同じ譲受人との間にて１０年
の耕作契約が結ばれています。３件とも譲受人と同じ地域で意思の疎通もとられており
問題ないものと思われます。ご審議よろしくお願いします。

事務局

議案第４号８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
載のとおりとなっております。こちらは農地中間管理機構を通した貸付となっておりま
す。場所につきましては高森町との町村境にある畑 1 枚 9,288 ㎡となっております。
借受人は高森にできました農事組合法人で借受けることで調整がなされております。
以上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）

議長

では採決にうつります。議案第４号経営基盤強化促進法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、３月の総会の日程を決めたいと思います。
３月１０日いかがでしょうか。
では３月の総会は３月１０日でお願いします。税務の申告期間中ですので旧久木野庁
舎で行います。
次回の農業委員会憲章は、１２番 興呂木和也委員、１３番 市原きみよ委員にお願い
します。
他に何かありませんか。

事務局

事務局から２、３点お願いとお知らせを致します。
活動記録簿をまたお配りしておりますので、一ヶ月間の活動や相談案件を記入して提
出していただきますようお願い致します。
皆様にチラシを配布しております。３月７日旧久木野庁舎におきまして、土曜日です
けど午後２時から４時まで阿蘇のタネと食を守る講演会ということで開催されますの
で皆様にご案内いたします。主催がＪＡと阿蘇のタネを守る会ということで、村の方も
高森町と一緒になりまして後援をさせていただいております。見ていただきますとＪＡ
の組合長さんが講演をされるということで、ＪＡ関係の組合員さん等もおられるかと思
います。そちらの方からもお知らせが来ているかと思いますけど、どうぞよろしくお願
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い致します。３月７日土曜日お昼の２時から旧久木野庁舎で開催されますのでよろしく
お願い致します。
あとお手元に「のうねん」があると思いますので、ご一読いただければと思います。
このあと農政係から人・農地プランについての説明がございますので、休憩をはさん
で開催させていただきますのでよろしくお願い致します。
議長

それでは以上をもって第３２回の南阿蘇村農業委員会総会を終了します。

７．閉 会 時 刻

１０時４１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。
農業委員会議長

後 藤

秀 和

議事録署名者

１０番

佐藤

久康

１１番

古澤

博保
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