
１．開催期日 令和２年８月６日（木）

２．開催場所 新館２階　議会委員会室

３．開催時間 １０時０７分～１１時００分

４．出席委員

君 前　野　茂　樹 君

君

君

君

君

樋　口　寛　司 君

遠　藤　克　美 君

君

君

大　杉　栄　一 君

加　藤　尚　喜 君

祖　田　宗　重 君

仲　尾　次　生 君

川　野　喜　一 君

大　野　敏　秀 君

５．議事日程

第１ 議事録署名委員の指名について

第２ 会議書記の指名について

第３ 議案審議

　 議第　２５号 農地法第３条の規定による許可申請について

　 議第　２６号 農地利用集積計画について

　 議第　２７号 農地利用集積計画について

　 議第　２８号 農地法第５条の規定による許可申請について

会議開会時間 １０時０７分

第3地区

令和２年　第８回　津久見市農業委員会定例会議事録

出席委員 欠席委員 事務局

１番 局長 山　﨑　　豊

２番 主幹 仲　野　和　典

３番

第1地区 和　田　一　秀

４番

瀬戸口　弥栄子

５番

６番

松　尾　長　生

事務局

挨拶をお願いします。

会 長 　皆さんおはようございます。

第5地区

第5地区

第6地区

第2地区

岩　﨑　達　也

第4地区

７番

８番

川　野　豊　廣

上　杉　益　美

　今日は新しい役員になって第1回目という事で、今後はよろしくお願いします。

　昨日、ドローンの見学に来た方、ご苦労様です。あんなに効果があると思いもよ

らず、感銘を受けました。これからも、皆さんと共に津久見の農業を、みかんを守

第7地区



　新しく農業委員になられた方、今日が初めての議案で審議をしていただきます。

今日は、よろしくお願いします。

　コロナウイルスが発生して少し気になる所ですが、ご留意してください。

　これからも、よろしくお願いします。以上です。

【「異議なし」との声あり】

　議事日程第３の議案審議に入ります。

　それでは、議第25号の議案書をご覧ください。今月の農地法第3条の規定による

許可申請は1件です。議案書をもとに説明します。

【議第25号について議案書と写真をもとに朗読と説明】

・土地の所在地 津久見市大字日見字天神ヶ浦862番　外3筆

・登記地目 畑

・現況地目 畑

・登記面積 ２，１４０．００㎡

・譲受人 ●●　●　　津久見市大字日見●●●●番地 

・譲渡人 ●●　●●　福岡県糟屋郡宇美町障子岳南●丁目●番●号

・理由 （譲受理由）耕作面積拡張

（譲渡理由）耕作困難

　この申請地は、耕作放棄地であり、譲渡人は県外に居住しているため耕作、農地

の管理が出来ないことから農地を購入するための申請です。

　ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員からご報告をお願いします。

りながら、活性化していく為には、みなさんの協力お願いしたいと思います。

　それでは、津久見市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

課　長 　おはようございます。

事務局 　本日、委員８名中、出席者８名で定例会は成立しています。

議　長 　これより議事に入ります。まず議事日程第１の議事録署名委員の指名を行います。

津久見市農業委員会会議規則第１３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きますことにご異議はありませんか。

　それでは（2番）松尾長生委員、（3番）川野豊廣委員よろしくお願いします。

　議事日程第２の会議書記の指名を行います。本日の会議書記には農業委員会事務

局職員を指名します。

事務局

議　長



【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

　譲渡人の方が県外に住んでおりまして、手入れがいき届かず、木が生い茂ってい

る農地でした。

　買い手は、冠から家ノ浦一帯を熱心に開拓し、みかんを増やしており、この土地

についても、苗木を購入して植え、規模を拡張したい。

　続きまして現地調査員の報告をお願いします。

　私も、現地を見に行ったんですけど、確かに前から一生懸命やっているのはわかっ

ているのですが、この頃、主力の、家ノ浦の方も手が届いてないようにありますが

担当農業委員さん今後も調査をお願いしたいと思います。

　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、地

区担当委員及び現地調査員からの説明について、発言のある方は挙手願います。

（質問、意見なし）

　その他、ご意見等ございますか。

（質問、意見なし）

　よろしいですか。それでは採決いたします。議第25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。

　全員賛成ですので、議第25号は原案のとおり決定しましたので、許可書を発行す

ることといたします。

　それでは、議26号の議案書をご覧ください。農地利用集積計画の合意解約につい

ての申請は2件です。1件目・2件目は借り手が同じなので一括して説明します。

【議第26号1件目について議案書と写真をもとに朗読と説明】

・土地の所在地 津久見市大字徳浦字屋敷前777番　外3筆

・登記地目 畑

・現況地目 畑

・登記面積 ９９９.００㎡　

・申請人 ●●●　●●　　徳浦本町●番●号

【議第26号2件目について議案書と写真をもとに朗読と説明】

・土地の所在地 津久見市大字徳浦字屋敷前758番　外2筆

・登記地目 畑

・現況地目 畑

・登記面積 ８８５.００㎡　

・申請人 ●●　●●　　徳浦本町●番●号

５番

事務局

７番

議　長

議　長



　利用権を設定していた借り手の変更による解約となりました。

　ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員からご報告をお願いします。

【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

　以前、佐伯市の方が、3年の契約で借りていましたが、生徒さんが新規就農された

という事で、利用権を生徒さんに移行したいという事で、合意解約の届を頂きまし

た。貸し手の方も同意しておりますので何ら問題ないと思います。

　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、地

区担当委員からの説明について、発言のある方は挙手願います。

（質問、意見なし）

　その他、ご意見等ございますか。

（質問、意見なし）

　よろしいですか。それでは採決いたします。議第26号1件目、2件目について、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。

　全員賛成ですので、議第26号１件目・2件目は原案のとおり決定しました。

【議第27号1件目について議案書と写真をもとに朗読と説明】

津久見市大字津久見字路木ノ迫1945番12

２１６．００㎡

新規

●●　●●　　大字津久見●●●●番地

●●　●●　　大友町●番●号

５年（Ｒ2.6.1～Ｒ7.5.31）

無償

使用貸借

　ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員からご報告をお願いします。

【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

　借り手は地区では若手の方で、意欲的に農地を借りて耕作しており隣の園地にな

ります。貸し手の方は、膝が悪く、園地を縮小したいと話があり、作ろうかと言う

話で、集積する事になりました。日当たりが良く、農道のすぐ上という事で良い園

地だと思っております。

　それでは、議第27号の議案書をご覧ください。農地利用集積計画についての申請

は4件あります。

・土地の所在地

・設定面積

８番

議　長

・権利の種類

議　長

・新規・更新の別

・借り手

・貸し手

・契約期間

・支払い方法

議　長

事務局

４番



　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、現

地調査員からの説明について、発言のある方は挙手をお願いします。

　両隣りを借り手が作っており、本人は意欲があるから、問題はないかと思います。

　その他、ご意見等ございますか。

（質問、意見なし）

　よろしいですか。それでは採決いたします。議第27号1件目について、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。

　全員賛成ですので、議第27号１件目は原案のとおり決定しました。

続きまして、2件目、3件目、4件目は借り手が同じなので一括して説明します。

【議第27号2件目について議案書と写真をもとに朗読と説明】

津久見市大字徳浦字屋敷前764番　外1件

２２０．００㎡

新規

●●●　●●　　佐伯市弥生町山梨子●●●番地の●

●●　●●　　大分市城崎町●丁目●番●●ー●●●●号

２年（Ｒ2.6.3～Ｒ46.2）

無償

使用貸借

【議第27号3件目について議案書と写真をもとに朗読と説明】

津久見市大字徳浦字屋敷前777番　外3件

９９９．００㎡

新規

●●●　●●　　佐伯市弥生町山梨子●●●番地の●

●●●　●●　　徳浦本町●番●号

２年（Ｒ2.6.3～Ｒ46.2）

みかん２箱

賃貸借

【議第27号4件目について議案書と写真をもとに朗読と説明】

津久見市大字徳浦字屋敷前758番　外2件

８８５．００㎡

新規

●●●　●●　　佐伯市弥生町山梨子●●●番地の●

●●　●●　　徳浦本町●番●号

２年（Ｒ2.6.3～Ｒ46.2）

みかん２箱

賃貸借

・支払い方法

・権利の種類

・設定面積

・新規・更新の別

・借り手

・貸し手

・契約期間

・契約期間

・支払い方法

・権利の種類

・土地の所在地

・権利の種類

・土地の所在地

・設定面積

・新規・更新の別

・借り手

・新規・更新の別

・借り手

・貸し手

・契約期間

・支払い方法

事務局

・土地の所在地

・設定面積

・貸し手

５番

議　長

議　長



　2件目は集積期間が満了し、3・4件目は先程合意解約をした園地と隣接しており、

佐伯市で新規就農した方が耕作をしたいと申し出がありました。

　ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員からご報告をお願いします。

【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

　以前借りていた耕作者の生徒が、今回新規入農されるとことから期間を引継、2年

間の契約という事で耕作することになりました。生徒は、若い方で佐伯市でハウス

ミカンの栽培を行い、軌道に乗るまで耕作をしたい。2年後、借主さんは新たに作ら

れる方を探したい。良い畑なので皆さんご協力を、お願いします。

　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、現

地調査員からの説明について、発言のある方は挙手をお願いします。

　徳浦の園地は見たんだけど、トラックが入りづらい。

　今、農道整備の話を進めてはいます。農道の方が出来れば、借り手はいると思い

ます。寒も入らないし、造りやすいとは思います。

　その他、ご意見等ございますか。

（質問、意見なし）

　よろしいですか。それでは採決いたします。議第27号2件目、3件目、4件目につい

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。

　全員賛成ですので、議第27号2件目、3件目、4件目は原案のとおり決定しました。

　それでは、議第28号の議案書をご覧ください。今月の農地法第5条の規定による

許可申請は1件です。議案書をもとに説明します。

【議第28号について議案書と写真をもとに朗読と説明】

・土地の所在地 津久見市大字津久見字則近前3935番　外2件

・登記地目 畑

・現況地目 畑

・転用面積 ５８４．００㎡　

・譲受人 ●●　●● 　　　　　津久見市大字津久見●●●●番地

・譲渡人 ●●　●●　外●名 　津久見市大字津久見●●●●番地

・転用目的 宅地（アパート用地）

・農地区分等 第３種農地　第二種中高層住居専用地域

　この申請地は、農地にアパートを建てるための申請となります。

　ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員からご報告をお願いします。

議　長

８番

議　長

事務局

議　長

５番

８番

議　長



【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

　位置的には水路の角になっていますが、手前まで道も通っていますし、駐車場も

別のところで確保している様にあります。場所的にもほとんど、農地で木が植わっ

ておりますが、周りは宅地のような状況ですのであまり問題はないと思います。

　続きまして現地調査員の報告をお願いします。

【当番委員より、現地調査の結果を報告】

　アパートの真裏という事で、それと同じ業者という事で、良いと思います。

　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、地

区担当委員及び現地調査員からの説明について、発言のある方は挙手願います。

（質問、意見なし）

議　長 　その他、ご意見等ございますか。

（質問、意見なし）

　よろしいですか。それでは採決いたします。議第28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。

　全員賛成ですので、議第28号は原案のとおり決定しましたので、許可書を発行す

ることといたします。

　よろしいですか。それでは以上をもちまして、津久見市農業委員会第８回定例会

を閉会いたします。

１１時００分

　津久見市農業委員会会議規則第１３条の規定により会議録を作成し、署名する。

令和２年８月６日

津久見市農業委員会会長

議事録署名委員 松　尾　長　生

議事録署名委員 川　野　豊　廣

議　長

会議閉会時間

議　長

５番

議　長

議　長

４番

議　長


