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・ 農業委員・農地利用最適化推進委員公募について

　 議第　７号 農地法第４条の規定による許可申請

7番 樋　口　善　春

農地利用集積計画の合意解約について

　 議第　５号 農地利用集積計画について

　 議第　６号 農地法第３条の規定による許可申請

第２ 会議書記の指名について

第３ 議案審議

６．協議・報告事項

農業人材育成セミナー

　 議第　４号

第7地区 松　尾　長　生

５．議事日程

第１ 議事録署名委員の指名について

第6地区 川　野　喜　一

第5地区 祖　田　宗　重

第5地区 二　村　秀　美　

第1地区

第2地区

第4地区 野　中　和　憲

岩　﨑　達　也

8番 川　野　豊　廣

和　田　一　秀

6番 上　杉　益　美

5番 久保田　　　直

事務局

4番 瀬戸口　弥栄子

４．出席委員

2番 渡　邊　秀　寿 主幹 橋　本　岳　央

出席委員 欠席委員

令和２年　第２回　津久見市農業委員会定例会議事録

１．開催期日 令和２年２月６日（木）

２．開催場所 新館２階会議室

３．開催時間 １０時００分～１１時３０分

1番 塩　﨑　　　享 局長 佐　護　達　朗

3番 田　中　國　明

　 議第　８号 農地法第５条の規定による許可申請

山　口　博　昭

第3地区
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・

　おはようございます。

先月ビーコンプラザでの推進大会においてもコンプライアンスの

決議がありましたこれからも真摯なご審議をよろしくお願いします。

　皆さん、おはようございます。

先月の推進大会ご参加ありがとうございます。

その中で会長が永年勤続の表彰を受けられまして長年のご苦労に

感謝申し上げます。

　これからも委員皆様方と農地集積に向け取り組んで行きたい

と思いますのでよろしくお願い致します。

　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。

申請は1件です申請者が同じですので一括して説明します。

皆さんお寒い中お集りいただきありがとうございます。

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】

議　長 　それでは（1番）塩崎　亨委員、（8番）川野　豊廣委員よろしくお願

いします。

事務局 　それでは、議4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

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。

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田中会長にお願いいたします。

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

事務局 　ただ今から令和２年第２回定例会を開催いたします。はじめに、田中

会長よりご挨拶をお願いします。

会　長

課　長

会議開会時間 １０時００分

７．事務連絡

次回「第３回定例会」の開催日程について等
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●●●● 大字千怒●●●●番地

利用権を設定していた借人が亡くなった為解除の申請となります。

ます。

２，６９６㎡　

議　長 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、

議　長

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。

【議第4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

・現況地目 畑

第5地区

議　長 よろしいですか。それでは採決いたします。議第4号について、原案

議　長

・登記面積

８番 亡くなってから日数が経っており畑も荒れているので仕方ないと思います。

　全員賛成ですので、議第4号は原案のとおり決定しました。

（質問、意見なし）

【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

事務局

議　長 　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

畑

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。

津久見市大字上青江字向山3437番外3筆

・登記地目

・申請人

【当番委員より、現地調査の結果を報告】

耕作者が死亡してしまったので、やむおえないと思います。

　続きまして現地調査員の報告をお願いします。

事務局 　第5号につきまして農地利用集積計画が2件あります。
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１９６６．９８㎡

耕作者は農業をされていて貸人とも親戚関係にありますので

問題は無いと思います。

継続の申請で耕作されているので問題ないと思います。

議　長

・借り手 ●●●●　　　　●●町●番●●号

●●●●　　　　大字堅浦●●●●番地

・契約期間

【議第5号1件目について議案書と写真をもとに朗読と説明】

・新規・更新の別 継続

議　長 　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。

・貸し手

よろしいですか。それでは採決いたします。議第5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。

・支払い方法 みかん40ｋｇ

・権利の種類 貸借権設定

　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】

第5地区

議　長 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、

【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

・土地の所在地 津久見市大字堅浦字横浦1315番1外3筆

１０年（Ｒ2.1.1～Ｒ11.12.31）

・設定面積

議　長

第6地区

　全員賛成ですので、議第5号1件目は原案のとおり決定しました。

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
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１，１６８．００㎡

借人は農業をしており、若手の担い手でありますので問題無いと思います。

既に申請地は耕作されているので、問題無いと思います。

議　長 　全員賛成ですので、議第5号2件目は原案のとおり決定しました。

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 よろしいですか。それでは採決いたします。議第5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。

議　長 　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】

第3地区

議　長 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、

議　長 　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】

第2地区

・支払い方法 無し

・権利の種類 使用貸借

・借り手 ●●●●　　　　　大字津久見●●番地

・貸し手 ●●●●　　　　　大字津久見●●番地

・契約期間 ２０年（Ｒ2.1.1～Ｒ21.12.31）

【議第5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大工２５８番１１７

・設定面積

・新規・更新の別 新規
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します。

挙手願います。

・登記地目

２８７．００㎡・登記面積

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。

●●●●　　　大字日見●●●●番地

・譲渡人

【当番委員より、現地調査の結果を報告】

議　長 　その他、ご意見等ございますか。

（質問、意見なし）

議　長 　よろしいですか。それでは採決いたします。議第6号について、

議　長

　それでは、議第6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。

　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

（質問、意見なし）

・土地の所在地 大字津久見字冠５２６番６

（譲受理由）耕作面積拡張

5番 譲受人はこのあたり一帯を耕作しており問題は無いと思います。

畑

・現況地目 畑

　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

【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

【議第6号について議案書と写真をもとに朗読と説明】

事務局

事務局

第7地区 既に譲受人が耕作しているので問題無いと思います。

　この申請地は、農地を購入するための申請です。

議　長

議　長 　続きまして現地調査員の報告をお願いします。

・譲受人

・理由

●●●●　　大分市●●●●

（譲渡理由）耕作困難
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め申請人が駐車場にして使用しても良いとのことで転用するものです。

ます。

7 番 　　　　舗装されており転用はやむおえないと思います。申請地は農地として使用されておらず、夏は草が生えて近所迷惑であるの

で認めても良いと思います。

挙手願います。

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

（質問、意見なし）

議　長 　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】

議　長 　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

事務局 　この申請地は、近所にあるグラウンドの駐車場が狭く路上駐車が多いた

議　長 　　　　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

　　　　【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

第3地区 　　　　駐車場が少なく困っているのであれば、仕方ないと思います。

・転用目的 駐車場用地

・農地区分等 第3種農地　第一種中高層住居専用地域

２８１．００㎡　

・申請人 ●●●●　●●町●●番●●号

事務局 　　　それでは、議第7号の議案書をご覧ください。今月の農地法第4条の規定によ

　　　る許可申請は2件です。議案書をもとに説明します。

【議第7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前田6727番1

畑

・登記面積

・登記地目 畑

・現況地目

・土地の所在地

許可書を発行することといたします。

議　長 　全員賛成ですので、議第6号は原案のとおり決定しましたので、
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です。

2種農地である為代替地の検討を行いましたが現在住んでいる家を壊して建

て替えるには道が狭く取り壊しの費用がかさんでしまう

堅浦の405番2を購入して家を壊し更地にして建築しようと考えたが取り壊

し等費用がかさむため自己所有の農地を分筆し家を建てたい。

ます。

議　長 　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】

議　長 　　　　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

　　　　【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

第5地区 　　　　今住んでいる家は道が狭く建て替えは難しいと思うので認めて良いと思う。

・農地区分等 第２種農地　都市計画用途地域内無指定地域

事務局 　この申請地は、申請者所有の農地に分筆をして家を建築するための申請

・登記面積 ５５０．００㎡　

・申請人 ●●●●　大字上青江●●●●番地

・転用目的 一般住宅用地

・土地の所在地 津久見市大字上青江字中屋道上3233番1

・登記地目 畑

・現況地目 畑

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。

議　長 　全員賛成ですので、議第7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7号2件目について議案書と写真をもとに朗読と説明】

議　長 　その他、ご意見等ございますか。

（質問、意見なし）

議　長 　よろしいですか。それでは採決いたします。議第7号1件目について、
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8 番 申請地は分筆し転用することと、現在住んでいる所からも近いので

転用を許可して良いと思う。

挙手願います。

・譲渡人

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。

議　長 　全員賛成ですので、議第7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。

（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）

議　長 　よろしいですか。それでは採決いたします。議第7号2件目について、

議　長 　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

事務局 　この申請地は、先程の４条申請の家への進入路として入口の農地を

・譲受人 ●●●●　大字上青江●●●●番地

・転用目的 進入路

・農地区分等

・転用面積 ４１．７７㎡　

第2種農地、都市計画用途地域内無指定地域

・土地の所在地 津久見市大字上青江字中屋道上3231番2外1筆

【議第8号について議案書と写真をもとに朗読と説明】

・登記地目 畑

・現況地目 畑

●●●●　大字上青江●●●●番地

分筆して住宅への進入路とするものです。

事務局 　　　　それでは、議第8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。
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ます。

　８番 進入路も分筆を行い最小限の転用であるので認めて良いと思う。

挙手願います。

事務連絡

　続きまして現地調査員の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】

議　長 　　　　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

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

（質問、意見なし）

　その他、ご意見等ございますか。

議　長 　　　　　以上で、本日の議案の審議並びに報告事項はすべて終了いたしました。

　　　　　　　　【次回「第3回定例会」の開催日程について等】

許可書を発行することといたします。

【当番委員より、現地調査の結果を報告】

（質問、意見なし）

議　長

議　長 　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

議　長

　よろしいですか。それでは採決いたします。議第8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。

議　長

　　　その他 の件について、委員からご発言があれば挙手をお願いいたし

ます。

　全員賛成ですので、議第8号は原案のとおり決定しましたので、

第5地区 　　　　　道が狭いので進入路を作るのは仕方ないと思います。

議　長
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　　　　　　２回定例会を閉会いたします。

令和２年２月６日

議事録署名委員 塩崎　　亨

議事録署名委員 川野　豊廣

議　長

津久見市農業委員会会長 田　中　國　明

　　　　　　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

会議閉会時間 １１時３０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。
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農地法第４条の規定による許可申請

農地利用集積計画の合意解約について

農地利用集積計画について

農地法第３条の規定による許可申請

会議書記の指名について

議案審議

６．協議・報告事項

農業人材育成セミナー

５．議事日程

議事録署名委員の指名について

事務局

橋　本　岳　央

令和２年　第２回　津久見市農業委員会定例会議事録

令和２年２月６日（木）

新館２階会議室

１０時００分～１１時３０分

佐　護　達　朗

農地法第５条の規定による許可申請
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　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。

皆さんお寒い中お集りいただきありがとうございます。

【「異議なし」との声あり】

　それでは（1番）塩崎　亨委員、（8番）川野　豊廣委員よろしくお願

いします。

　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田中会長にお願いいたします。

　ただ今から令和２年第２回定例会を開催いたします。はじめに、田中

会長よりご挨拶をお願いします。

１０時００分

７．事務連絡

次回「第３回定例会」の開催日程について等
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２，６９６㎡　

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

【議第4号について議案書と写真をもとに朗読と説明】

畑

よろしいですか。それでは採決いたします。議第4号について、原案

亡くなってから日数が経っており畑も荒れているので仕方ないと思います。

　全員賛成ですので、議第4号は原案のとおり決定しました。

（質問、意見なし）

【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

　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

畑

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。

津久見市大字上青江字向山3437番外3筆

【当番委員より、現地調査の結果を報告】

耕作者が死亡してしまったので、やむおえないと思います。

　続きまして現地調査員の報告をお願いします。

　第5号につきまして農地利用集積計画が2件あります。
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●●●●　　　　●●町●番●●号

●●●●　　　　大字堅浦●●●●番地

【議第5号1件目について議案書と写真をもとに朗読と説明】

継続

　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

よろしいですか。それでは採決いたします。議第5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。

みかん40ｋｇ

貸借権設定

　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】

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、

【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

津久見市大字堅浦字横浦1315番1外3筆

１０年（Ｒ2.1.1～Ｒ11.12.31）

　全員賛成ですので、議第5号1件目は原案のとおり決定しました。

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

（質問、意見なし）
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　全員賛成ですので、議第5号2件目は原案のとおり決定しました。

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

（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5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。

　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】

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、

　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

【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

無し

使用貸借

●●●●　　　　　大字津久見●●番地

●●●●　　　　　大字津久見●●番地

２０年（Ｒ2.1.1～Ｒ21.12.31）

【議第5号2件目について議案書と写真をもとに朗読と説明】

津久見市大字津久見字大工２５８番１１７

新規
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２８７．００㎡

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。

●●●●　　　大字日見●●●●番地

【当番委員より、現地調査の結果を報告】

　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6号について、

　それでは、議第6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。

　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

（質問、意見なし）

大字津久見字冠５２６番６

（譲受理由）耕作面積拡張

譲受人はこのあたり一帯を耕作しており問題は無いと思います。

畑

畑

　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

【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

【議第6号について議案書と写真をもとに朗読と説明】

既に譲受人が耕作しているので問題無いと思います。

　この申請地は、農地を購入するための申請です。

　続きまして現地調査員の報告をお願いします。

●●●●　　大分市●●●●

（譲渡理由）耕作困難
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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

（質問、意見なし）

　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】

　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

　この申請地は、近所にあるグラウンドの駐車場が狭く路上駐車が多いた

　　　　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

　　　　【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

　　　　駐車場が少なく困っているのであれば、仕方ないと思います。

駐車場用地

第3種農地　第一種中高層住居専用地域

２８１．００㎡　

●●●●　●●町●●番●●号

　　　それでは、議第7号の議案書をご覧ください。今月の農地法第4条の規定によ

　　　る許可申請は2件です。議案書をもとに説明します。

【議第7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前田6727番1

畑

畑

許可書を発行することといたします。

　全員賛成ですので、議第6号は原案のとおり決定しましたので、
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　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】

　　　　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

　　　　【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

　　　　今住んでいる家は道が狭く建て替えは難しいと思うので認めて良いと思う。

第２種農地　都市計画用途地域内無指定地域

　この申請地は、申請者所有の農地に分筆をして家を建築するための申請

５５０．００㎡　

●●●●　大字上青江●●●●番地

一般住宅用地

津久見市大字上青江字中屋道上3233番1

畑

畑

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7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7号2件目について議案書と写真をもとに朗読と説明】

　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7号1件目について、
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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7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。

（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7号2件目について、

　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

　この申請地は、先程の４条申請の家への進入路として入口の農地を

●●●●　大字上青江●●●●番地

進入路

４１．７７㎡　

第2種農地、都市計画用途地域内無指定地域

津久見市大字上青江字中屋道上3231番2外1筆

【議第8号について議案書と写真をもとに朗読と説明】

畑

畑

●●●●　大字上青江●●●●番地

　　　　それでは、議第8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。
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　続きまして現地調査員の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】

　　　　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

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

（質問、意見なし）

　その他、ご意見等ございますか。

　　　　　以上で、本日の議案の審議並びに報告事項はすべて終了いたしました。

許可書を発行することといたします。

【当番委員より、現地調査の結果を報告】

（質問、意見なし）

　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

　よろしいですか。それでは採決いたします。議第8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。

の件について、委員からご発言があれば挙手をお願いいたし

　全員賛成ですので、議第8号は原案のとおり決定しましたので、

　　　　　道が狭いので進入路を作るのは仕方ないと思います。
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　　　　　　２回定例会を閉会いたします。

　　　　　　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

１１時３０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。
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