
１．開催期日 令和２年１２月４日（金）

２．開催場所 市役所　大会議室

３．開催時間 １０時００分～１０時５０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　３６号 農地利用集積計画の合意解約について

　議第　３７号 農地法第５条の規定による許可申請について

　議第　３８号 現況証明書（非農地証明書）の発行について

会議開会時間 １０時００分

　ただ今から令和２年第１２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。

　いよいよコロナが、臼杵・佐伯と言っていたのに津久見まで来たようです皆さん、

気を付けて、お願いしたいと思います。そして、来月、いよいよ会議をする時に、

窓を全開にしてしたいと思うので、厚着をして下さい。よろしくお願いしたいと思

います。
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　おはようございます。

　コロナの関係でいろいろ皆様にお願いしておりますが、12月20日に軽トラ市を、

やるようにしております。全部のイベントが無くなって、年末の商戦に、何かでき

ないかな、と思っております。そして、今月の市報にも載せましたが、野菜の植え

方教室を1月・2月・3月と3回行います。募集しますので、もしそういう方がおられ

たらよろしくお願いします。場所の関係、コロナの関係で、人数を制限しておりま

すが、野菜の植え方等、習いたいという方がおりましたら、事務局を通して電話し

て頂きたいと思います。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（３番）川野　豊廣委員、（４番）上杉　益美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36号の議案書をご覧ください。今月の農地利用集積計画の合意解

約については1件です。議案書をもとに説明します。

【議第36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東前6344番7

・登記地目 畑

・現況地目 畑

・登記面積 ４８９.００㎡　

・申請人 ●●　●●　　熊本市南区八分字町●●番●号

　この申請は、貸し手への確認不足のため合意解約となりました。

　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】

　前回、第9回の定例会の時に、利用権設定で、娘さんと話をして、利用権設定をし
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たんですけれども、実際、その後の話がうまくいかなくなってしまって、継続がで

きなくなったという事で、反省をしないといけないんですが、利用権設定をする前

は、ちゃんと確認をして、本人、地権者にきちんと確認しながら進めないといけな

いなと、反省しております。以上です。

　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36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36号は原案のとおり決定しました。

　それでは、議第37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37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 津久見市大字千怒字古川7241番

・登記地目 畑

・現況地目 畑

・転用面積 １９４．００㎡　

・譲受人 ●●　●●　　津久見市大字千怒●●●●番地

・譲渡人 ●●　●●　　津久見市大字千怒●●●●番地の●

・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、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】

　区画整理区域内にあり、周囲も住宅が建っており、特に問題はないと思います。

ご審議のほど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。

【当番委員より、現地調査の結果を報告】
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　区画整理区域内であり、周囲も住宅が建っており、特に問題はないと思います。

よろしくお願いします。

　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37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37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 津久見市大字津久見字路木ノ下2079番37

・登記地目 畑

・現況地目 畑

・転用面積 ２６４．００㎡　

・譲受人 ●●　●●　　津久見市大字津久見浦●●●●番地の●●

　　　　　　　レフィナードA●●●

・譲渡人 ●●　●●　　津久見市大字津久見●●●●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、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、以前区画整理が行われ道路が入っております。また、隣接の地権者

より同意書をもらっているので、問題無いと思います。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。

【当番委員より、現地調査の結果を報告】

　区画整理されており道路整備されていますが、分筆後の売買で１箇所境が分りま

せんでしたが、登記後と言うこと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、
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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37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37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37号3件目について追認、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浦字福3540番3　外１筆

・登記地目 畑

・現況地目 雑種地

・転用面積 ５１．００㎡　

・譲受人 ●●　●●　　津久見市大字津久見浦●●●●番地

・譲渡人 ●●　●●　　香川県丸亀市三条町●●●番地●

・転用目的 駐車場

・農地区分等 第２種農地　都市計画用途地域内無指定地域

　この申請は、平成２４年頃より駐車場として使用しており、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。

　また、第２種農地であるため、代替地の検討をしています。

　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、以前より駐車場として使用しており、現在隣接地は宅地となってい

ます。代替地も検討していますので良いのではないかと思います。ご審議をお願い

します。

　続きまして現地調査員の報告をお願いします。

【当番委員より、現地調査の結果を報告】

周辺に住宅が建っており問題無いと思います。ご審議をお願いします。

　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）
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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37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37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。

　議第38号の議案書をご覧ください。

　農地に該当しない旨を証明する「現況証明書（非農地証明書）」の発行について

申請は1件です。議案書をもとに説明します。

【議第38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 津久見市大字下青江字左尾野2329番1

・登記地目 畑

・現況地目 山林

・登記面積 ４０９.００㎡

・申請人 ●●　●●　　埼玉県熊谷市村岡●●●番地●

　　　　　　　ダイアパレス・リバーコート熊谷116

　年月日不詳頃からクヌギが植わっており山林化しているとの非農地の申請です。

　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。

　以前、現地の調査した時も竹林になっていましたが今回、非農地の申請がありま

したので、現地確認をしたところ、非農地が妥当という風に判断致しました。ご審

議のほどよろしくお願いします。

　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

区担当委員からの説明について、発言のある方は挙手願います。

　私も、見に行ったんですけど、この辺、全部竹藪等になっていました。

（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32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38号は原案のとおり決定しましたので、証明書を発行す

ることといたします。
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　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１２回定例

会を閉会いたします。

１０時５０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１２月４日

津久見市農業委員会会長 渡　　秀　寿

議事録署名委員 川　野　豊　廣

議事録署名委員 上　杉　益　美

会議閉会時間


