
１．開催期日 令和２年１１月９日（月）

２．開催場所 新館２階　議会委員会室

３．開催時間 ９時５８分～１0時４３分

４．出席委員

君

君

君

君

君

樋　口　寛　司 君

遠　藤　克　美 君

君

君

大　杉　栄　一 君

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　３３号 農地法第５条の規定による許可申請について

　　議第　３４号 津久見市農業振興地域整備計画の変更について

追加議第　３５号 農地法第３２条第３項の規定による告示について

会議開会時間 ９時５８分

　ただ今から令和２年第１１回定例会を開催いたします。はじめに、渡会長より

ご挨拶をお願いします。

　皆さんおはようございます。

　今年は、ハチの巣が低い位置にあります。夏は暑くて、大きな台風が来たのでは

ないかと思います。

　また、猪の子供が結構多いです。昨年、ドングリが多くて、出産した数が多いん
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じゃないかと思います。今年は、ドングリがほとんどなく、エサが少ないので、山

から、猪が下がっていると思います。自然の摂理で、毎年、変化があるのかなと思

います。皆さんも日々、仕事をしながら、どういう風にあったという事を気に留め

ながら、毎日、作業して頂ければ幸いと思います。

　おはようございます。

　今週、水曜日に市長との意見交換会をして頂き、お話しさせていただきますので、

皆さんよろしくお願いします。

　また、休猟区の話が出ましたので、現時点で分かる分だけで資料を作ってきまし

たので、後程説明させていただきます。以上です。

　本日、委員８名中、出席者８名で定例会は成立しています。

　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

ておりますので、以降の議事の進行は渡会長にお願いいたします。

　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。

【「異議なし」との声あり】

　それでは（８番）瀬戸口　弥栄子委員、（２番）松尾　長生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。

　議事日程第３の議案審議に入ります。

　それでは、議第33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3件です。議案書をもとに説明します。

【議第33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 津久見市大字上青江字田原3385番4

・登記地目 畑

・現況地目 畑

・転用面積 １２．２５㎡　

・譲受人 ●●　●●　 津久見市大字上青江●●●●番地の●

・譲渡人 ●●　●● 　　長崎県佐世保市棚方町●●●番地●●●

・転用目的 駐車場用

・農地区分等 第３種農地　第一種住居地域

　この申請は、1978年（昭和58年）頃より駐車場として使用されており、賃貸借で

あった為、転用の申請が必要であると認識していなかったことによる追認申請です。
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　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】

　左側は崖、右側には家ばかりでほんの家先にある、車庫というような感じで見え

ました。問題ないと思います。

　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】

　これは、追認という事で始末書を提出されております。4坪くらいの土地ですけれ

ども、特に問題はないと思われます。皆さんのご意見をお願い致します

　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、

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33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33号１件目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。

【議第33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 津久見市大字千怒字古川7295番

・登記地目 畑

・現況地目 畑

・転用面積 １８２．００㎡　

・譲受人 ●●　●●　　　津久見市大字千怒●●●●番地

・譲渡人 ●●　●●●　　津久見市大字千怒●●●●番地

・転用目的 一般住宅用地

・農地区分等 第３種農地　第二種中高層住居専用地域

　この申請は、親から土地を使用貸借し新築の家を建てるための申請になります。

　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。

【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】
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　区画整理区域内にあり、親からの使用貸借なので、特に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】

　区画整理区域内であり、親子での使用貸借で、隣も家屋が建っているので問題は

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33号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33号2件目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。

【議第33号3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 津久見市志手町3344番

・登記地目 畑

・現況地目 畑

・転用面積 ３８６．００㎡　

・譲受人 ●●　●●　　　津久見市大字上青江●●●●番地の●

・譲渡人 ●●　●　　　大分市明野西●丁目●番●ー●●●号

・転用目的 一般住宅用地

・農地区分等 第３種農地　準工業地域

　この申請は、畑を購入し新築の家を建てるための申請になります。

　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。

【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

　この土地は、現在、何も植わっておりません。周辺は道路及び宅地で、家が建っ

ておりまして、隣接地は農地ではありません。ここは、都市計画用途地域が準工業

地域になっておりますので、所有地の移転に関しては問題ないと思っております。

ご審議の程、よろしくお願いします。

　続きまして現地調査員の報告をお願いします。
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【当番委員より、現地調査の結果を報告】

　5条の転用という事で、周囲は住宅が建っておりまして、周辺の一部は雑種地に

なっております。当該物件には特に何も植わってないという事になります。特に問

題はないと思われます。みなさん、ご意見をお願いします。

　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、

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33号3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33号3件目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、議第34号の議案書をご覧ください。津久見市農業振興地域整備計画の

変更についてです。議案書をもとに説明します。

　農業振興地域とは、今後、相当期間（概ね10年以上）にわたり、総合的に農業振

興を図るべき地域であり、その指定は、国の定める「農業振興地域整備基本指針

（農業振興地域の整備に関する法律第３条の２）」に基づいて都道府県知事が行い

ます。

中山間地域等直接支払制度への加入のため、農用地区域への編入する物です。

【議第34号について議案書と写真をもとに朗読と説明】
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千怒 カシヤ山 809-1 畑 畑 81.00

大　　字 字 地　　番 登記地目 現　　況 面積 (㎡)

千怒 迫山 2928-4 畑 畑 387.00

千怒 迫山 2897-8 畑 畑 285.00

千怒 迫山 2955-3 山林 畑 572.00

千怒 迫山 2955-1 山林 畑 222.00

津久見浦 無田 2584-25 原野 畑 190.00

津久見浦 浮津 2457 畑 畑 366.00

津久見 大工 258-154 畑 畑 176.00

津久見浦 福山 3333-1 畑 畑 125.00

津久見 千怒越 492-7 畑 畑 838.00

津久見 大工 258-183 畑 畑 84.00

津久見 千怒越 595 畑 畑 99.00



津久見 千怒越 610-7 畑 畑 90.00

津久見 千怒越 702-3 山林 畑 54.00

津久見 千怒越 702-1 山林 畑 320.00

津久見 谷川 1050-1 山林 畑 99.00

津久見 久保田 708-5 畑 畑 62.00

津久見 谷川 1064-1 畑 畑 134.00

津久見 谷川 1050-2 畑 畑 198.00

津久見 川良谷 1138-1 山林 畑 147.00

津久見 谷川 1085-20 畑 畑 326.00

津久見 川良谷 1144-5 畑 畑 64.80

津久見 川良谷 1144-1 畑 畑 35.60

津久見 川良谷 1146-2 畑 畑 975.00

津久見 川良谷 1146-1 畑 畑 469.00

津久見 奥畑 1447-80 畑 畑 86.00

津久見 原ノ上 1441 山林 畑 376.00

津久見 路木ノ迫 1895-1 畑 畑 3517.00

津久見 向原 1587 畑 畑 436.00

津久見 中鶴 2471-1 畑 畑 61.00

津久見 路木ノ迫 1945-14 畑 畑 67.00

津久見 成守 4082-1 畑 畑 4.23

津久見 成守 3096-1 畑 畑 944.00

津久見 成守 4087-1 畑 畑 535.20

津久見 成守 4082-5 畑 畑 71.00

津久見 尾畑 5210-4 畑 畑 78.00

津久見 尾畑 5210-3 畑 畑 43.00

津久見 天神山 6538 畑 畑 1259.00

津久見 イモ畑 5304-1 山林 畑 26.00

上青江 平畑下 1079-1 畑 畑 495.00

上青江 田ノ平 491-1 畑 畑 172.00

上青江 後平 1529-1 畑 畑 168.00

上青江 後平 1519-1 畑 畑 736.00

上青江 元治 1578-6 原野 畑 1881.00

上青江 元治 1578-5 原野 畑 902.00

上青江 トヲノヲ 4079-4 畑 畑 206.00

上青江 トヲノヲ 4079-1 畑 畑 66.00

上青江 トヲノヲ 4079-22 畑 畑 227.00

上青江 トヲノヲ 4079-6 畑 畑 11.00

上青江 小屋段 4297-1 畑 畑 175.00

上青江 小平岩 4255-1 畑 畑 522.00

上青江 小屋段 4304 畑 畑 786.00

上青江 小屋段 4302 畑 畑 601.00

上青江 小屋段 5-4307 畑 畑 671.00

上青江 小屋段 4-4307 畑 畑 657.00



　ありがとうございました。これは中山間地の事業に入れるための申請をしており

ますので、どんどん、こういう案件を出して、中山間地へ編入して頂ければ、半分

は個人のもので、半分は共有で使うお金になるという事なので、農道の修繕とかい

ろいろ使えると思うので、もし自分所の近所にあれば、積極的に取り組んでいただ

ければ、私としてはありがたいなと思っております。

ただいまの事務局説明について、発言のある方は挙手願います。

　農業振興地域という枠はどうやったら調べる事ができますか。

　地番で、一覧表があります。

　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34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34号は原案のとおり決定しましたので、回答をお願いし

ます。

　それでは、追加議第35号の議案書をご覧ください。農地法第32条第3項の規定によ

る告示についてです。議案書をもとに説明します。

　先般、皆さんにも同行していただきました農地利用状況調査により、遊休農地の

所有者が不明の場合、告示を行いその農地を利用できるよう措置を行うことができ

る制度です。今回、釜戸の基盤整備をするにあたり、農地の所有者は判明しており

ますが、所有者が亡くなっており、相続人も不明であり、県、全国農業会議所へ確

認したところ、条文の適用は可能との回答を得たので、利用意向調査を送付しまし

たが、あてどころに尋ねあたりませんと返送されてきましたので、告示を行うこと

としました。

・土地の所在地 津久見市大字長目字釜戸1925番　外3筆

・登記地目 畑　3筆、田　1筆

・現況地目 畑

・登記面積 ５５１．００㎡

・名義人 ●●　●●●

　6か月間告示行を行い県知事に対し裁定を申請します。

　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、

について、発言のある方は挙手願います。

（質問、意見なし）
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　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35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35号は原案のとおり決定しました。

　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１１回定例

会を閉会いたします。

１０時４３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１１月９日

津久見市農業委員会会長 渡　　秀　寿

議事録署名委員 瀬戸口　弥栄子

議事録署名委員 松　尾　長　生

会議閉会時間
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