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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

・

7番 樋　口　善　春

　 議第　１２号 農地法第５条の規定による許可申請

　 議第　１４号

農地法第３条の規定による許可申請

農地法第32条第３項の規定による告示について

コンプライアンス研修

７．事務連絡

５．議事日程

第１ 議事録署名委員の指名について

　 議第　１１号

次回「第４回定例会」の開催日程について等

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

　 議第　　９号

　 議第　１０号 農地利用集積計画について

農地利用集積計画の合意解約について

第5地区 二　村　秀　美　

第7地区 松　尾　長　生

第1地区

第2地区

岩　﨑　達　也

8番 川　野　豊　廣

5番 久保田　　　直

6番 上　杉　益　美

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３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３月２日（月）

２．開催場所 市民ふれあい交流センター

３．開催時間 １０時３０分～１１時５０分

1番 塩　﨑　　　享 局長

和　田　一　秀

佐　護　達　朗

3番 田　中　國　明

　 議第　１３号 現況証明書（非農地証明書）の発行について

山　口　博　昭

第3地区

第6地区 川　野　喜　一

第5地区 祖　田　宗　重
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　おはようございます。

生活してください。

　皆さん、おはようございます。

台風１８号災害ですが、ほぼ９割工事は、終了しております繰り越し事業も

あり皆様にご心配おかけしますが、工事は進めておりますので、ご理解を

お願い致します。

会事務局職員を指名します。

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】

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。

議　長 　それでは（2番）渡邉　秀寿委員、（4番）瀬戸口　弥栄子委員よろしくお願

いします。

事務局 　それでは、議9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

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

　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

コロナウイルスがはやってきております、皆さんんも十分体調に気を付けて

会長よりご挨拶をお願いします。

会　長

課　長

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。

事務局 　ただ今から令和２年第３回定例会を開催いたします。はじめに、田中

会議開会時間 １０時３０分
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●●●● 大字津久見●●●●番地

利用権を設定していた農地について借人が平成25年７月1日から令和5年6月30日

までの賃貸借契約であったが、借人が耕作面積縮小のため利用権を解約する

こととなりました。

ます。

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

ます。

議　長 よろしいですか。それでは採決いたします。議第9号について、原案

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

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

第7地区 次の借り手がいるので、荒廃することはないので、良いと思います。

第2地区

　続きまして現地調査員の報告をお願いします。

　全員賛成ですので、議第9号は原案のとおり決定しました。

（質問、意見なし）

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。

津久見市大字津久見字奥畑1447番75

・登記地目

【当番委員より、現地調査の結果を報告】

・現況地目 畑

次の借り手も見つかっているとのことなので、問題無いと思います。

【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

【議第9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

・登記面積

・申請人

４８９㎡　
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４８９．００㎡

前の耕作者が苗木を植えており、これから良い農地になると思います

ので、認めて良いと思う。

引き続いて耕作されるので問題ないと思います。

事務局

津久見市大字津久見字奥畑1447番75

議　長

・設定面積

議　長

１０年（Ｒ2.3.1～Ｒ12.2.28）

第7地区

・契約期間

【当番委員より、現地調査の結果を報告】

【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

●●●●　　大字津久見●●●●番地

・借り手 ●●●●　　大字津久見●●●●番地

【議第10号1件目について議案書と写真をもとに朗読と説明】

　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

ます。

・貸し手

・新規・更新の別 新規

　第10号につきまして農地利用集積計画が2件あります。

・土地の所在地

・支払い方法 ５，０００円

・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。

第2地区

　全員賛成ですので、議第10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

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 よろしいですか。それでは採決いたします。議第10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。
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４３０．００㎡

　借人はこのあたり一帯を耕作されており、高齢でありますが問題

は無いと思います。

引き続いて耕作されるので問題ないと思います。

議　長 　全員賛成ですので、議第10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10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、

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3地区

・支払い方法 みかんの取れ高による

・権利の種類 貸借権設定

継続

・借り手 ●●●●　　大字津久見●●●●番地

・貸し手 ●●●●　　大字津久見●●●●番地

・契約期間 １０年（Ｒ2.2.29～Ｒ12.2.28）

【議第10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

・設定面積

・新規・更新の別

津久見市大字津久見字瀬戸石6495番10
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します。

挙手願います。

問題は無いと思います。

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

（質問、意見なし）

議　長 　その他、ご意見等ございますか。

第5地区 野菜等を作っている農地を引き続き耕作するので問題無いと思います。

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】

8番 譲受人は耕作地を探していて今回購入することとなったのので

（譲渡理由）耕作困難

事務局 　この申請地は、農地を購入するための申請です。

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

【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

・譲受人 ●●●●　大字上青江●●●●番地

・譲渡人 ●●●●　大字上青江●●●●番地

・理由 （譲受理由）耕作面積拡張

・登記地目 畑

・現況地目 畑

・登記面積 ６６．００㎡

【議第11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 大字津上青江字垣ノ内3196番1

　それでは、議第11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2件です。議案書をもとに説明します。

事務局
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します。

耕作しているので問題無いと思います。

挙手願います。

許可書を発行することといたします。

（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11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。

議　長 　全員賛成ですので、議第11号１件目は原案のとおり決定しましたので、

・登記地目

１３１５．００㎡

事務局

（譲受理由）耕作面積拡張

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 　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

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。

【議第11号2件目について議案書と写真をもとに朗読と説明】

・登記面積

5番 譲受人はこのあたり一帯を耕作しており申請地もすでに借りて

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

・譲受人

・土地の所在地 大字津久見字家ノ浦７３３番外1筆

●●●●　　大字日見●●●●番地

（譲渡理由）耕作困難

議　長 　続きまして現地調査員の報告をお願いします。

・理由

【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

第7地区

議　長
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します。

挙手願います。

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

第7地区 2件目と同じで既に譲受人が耕作しているので問題無いと思います。

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】

5番 ２件目と同じです。

（譲渡理由）耕作困難

事務局 　この申請地は、農地を購入するための申請です。

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

【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

・譲受人 ●●●●　　大字日見●●●●番地

・譲渡人 ●●●●　　大字日見●●●●番地

・理由 （譲受理由）耕作面積拡張

・登記地目 畑

・現況地目 畑

・登記面積 ２８０．００㎡

【議第11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 大字津久見字家ノ浦７８９番１

議　長

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。

　よろしいですか。それでは採決いたします。議第11号2件目について、

議　長 　その他、ご意見等ございますか。

（質問、意見なし）

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11号2件目は原案のとおり決定しましたので、
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・譲渡人

です。

ます。

許可書を発行することといたします。

　大字上青江●●●●

（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11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。

議　長 　全員賛成ですので、議第11号3件目は原案のとおり決定しましたので、

（質問、意見なし）

議　長 　その他、ご意見等ございますか。

事務局 　この申請地は、会社が既に5029番の宅地を購入しており隣接する

・譲受人 ●●●●㈱代表取締役社長　●●●●

・転用目的

・土地の所在地 津久見市大字上青江字垣篭5028番1

　　　　【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

【議第12号について議案書と写真をもとに朗読と説明】

・農地区分等

・転用面積 ２７１．００㎡　

資材置場・駐車場用地

　　　　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

●●●●　別府市●●●●●

今回の申請地と合わせて駐車場と資材置場に転用したいとの申請

第３種農地　第一種住居地域

事務局 　　　　それでは、議第12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　長

・登記地目 畑

・現況地目 畑

　　　　やもうえないと思います。

第5地区 　　　　申請地は本通りに面しており、耕作もしていないので転用は、
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　８番 申請地の奥の橋は台風18号で破壊され申請農地も浸水をうけており

周囲も住宅地であることから転用しても良いと思います。

挙手願います。

【議第13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向山３４２９番外3筆

・登記地目 畑

・現況地目 山林

・登記面積 １７７９.００㎡

・申請人 ●●●●　臼杵市大字末広●●●●

事務局 平成元年月日不詳頃から山林化しているとの非農地の申請です。

事務局 　議第13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9件です。議案書をもとに説明します。

　続きまして現地調査員の報告をお願いします。

（質問、意見なし）

　その他、ご意見等ございますか。

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

　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12号について、

議　長

　全員賛成ですので、議第12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。

【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

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
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します。

ます。

挙手願います。

します。

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

第5地区 台風18号で谷も崩れており、既に山林化しておりますので問題無いと思い

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、地区担当委員からの説明について、発言のある方は

（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13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。

議　長 　全員賛成ですので、議第13号1件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。

【議第13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 津久見市大字上青江字向山３４３２番1

・登記地目 畑

・現況地目 山林

・登記面積 １３０.００㎡

　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

・申請人 ●●●●　入船西町●●番●号

事務局 平成元年月日不詳頃から山林化しているとの非農地の申請です。

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

第5地区 1件目に隣接していて既に山林化しておりますので問題無いと思います。

議　長

説明、地区担当委員からの説明について、発言のある方は
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挙手願います。

します。

挙手願います。

議　長 　その他、ご意見等ございますか。

（質問、意見なし）

第7地区 既に山林化しておりますので問題無いと思います。

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、地区担当委員からの説明について、発言のある方は

（質問、意見なし）

事務局 年月日不詳頃から山林化しているとの非農地の申請です。

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

【議第13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 津久見市大字四浦字深良津３０９６番1外1筆

・登記地目 畑

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13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 　全員賛成ですので、議第13号2件目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。

（質問、意見なし）

・現況地目 山林

・登記面積 ８４５.００㎡

・申請人 ●●●●　大字四浦久保泊●●●●
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します。

挙手願います。

証明書を発行することといたします。

（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13号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。

議　長 　全員賛成ですので、議第13号4件目は原案のとおり決定しましたので、

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、地区担当委員からの説明について、発言のある方は

（質問、意見なし）

議　長 　その他、ご意見等ございますか。

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

第7地区 3件目とほぼ同じ場所で既に山林化しておりますので問題無いと思います。

山林

・登記面積 １３１.００㎡

・申請人 ●●●●　兵庫県尼崎市●●●●●

事務局 年月日不詳頃から山林化しているとの非農地の申請です。

・現況地目

議　長 　全員賛成ですので、議第13号3件目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。

【議第13号4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 津久見市大字四浦字深良津３０９６番3外1筆

議　長 　よろしいですか。それでは採決いたします。議第13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。

・登記地目 畑
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します。

挙手願います。

・現況地目 山林

・登記面積 １，４３８.００㎡

・申請人 ●●●●　兵庫県尼崎市●●●●●

証明書を発行することといたします。

【議第13号6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 津久見市大字四浦字深良津３１０１番

・登記地目 畑

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13号5件目について、

議　長 　全員賛成ですので、議第13号5件目は原案のとおり決定しましたので、

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。

第7地区 4件目とほぼ同じ場所で既に山林化しておりますので問題無いと思います。

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、地区担当委員からの説明について、発言のある方は

（質問、意見なし）

事務局 年月日不詳頃から山林化しているとの非農地の申請です。

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

・現況地目 山林

・登記面積 ２８６.００㎡

・申請人 ●●●●　大字四浦●●●●

【議第13号5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 津久見市大字四浦字深良津３０９７番外1筆

・登記地目 畑
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します。

挙手願います。

します。

第7地区 6件目とほぼ同じ場所で既に山林化しておりますので問題無いと思います。

事務局 年月日不詳頃から山林化しているとの非農地の申請です。

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

・現況地目 山林

・登記面積 ６６４.００㎡

・申請人 ●●●●　大字四浦●●●●

議　長 　全員賛成ですので、議第13号6件目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。

【議第13号7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 津久見市大字四浦字深良津３１２７番１

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13号6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。

第7地区 5件目とほぼ同じ場所で既に山林化しておりますので問題無いと思います。

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、地区担当委員からの説明について、発言のある方は

（質問、意見なし）

事務局 年月日不詳頃から山林化しているとの非農地の申請です。

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

・登記地目 畑
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挙手願います。

します。

挙手願います。

説明、地区担当委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 　その他、ご意見等ございますか。

（質問、意見なし）

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

第7地区 7件目とほぼ同じ場所で既に山林化しておりますので問題無いと思います。

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

・申請人 ●●●●　　大字津久見●●●●●

事務局 年月日不詳頃から山林化しているとの非農地の申請です。

・登記地目 畑

・現況地目 山林

・登記面積 ６２８.００㎡

議　長 　全員賛成ですので、議第13号7件目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。

【議第13号8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 津久見市大字四浦字深良津３１２７番２

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13号7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 　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

（質問、意見なし）
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します。

す。

挙手願います。

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13号8件目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。

議　長 　よろしいですか。それでは採決いたします。議第13号8件目について、

【議第13号9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 津久見市大字長目字東谷４４５番

・登記地目 畑

・現況地目 山林

・登記面積 １，８５１.００㎡

・申請人 ●●●●　　大字長目●●●番地

事務局 年月日不詳頃から山林化しているとの非農地の申請です。

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

第6地区 以前はみかん畑でしたが今は、山林化しておりますので問題無いと思いま

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、地区担当委員からの説明について、発言のある方は

（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13号9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 　全員賛成ですので、議第13号9件目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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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

制度で今回は農地の所有者は判明しておりますが、所在が不明であり

全国農業会議所へ確認したところ条文の適用は可能であるとの回答を

得たので、利用意向調査を送付しましたが、あてどころにないと返信

されてきましたので、告示を行うこととしました。

大字長目字釜戸１９９９番外2筆

田

畑

２８１㎡

●●●● 別府市●●●●

６ヵ月間告示を行い県知事に対して裁定を申請します。

します。

のは、良い事であると思います。

挙手願います。

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

事務局 　議第14号の議案書をご覧ください。

農地法第３２条３項の規定による告示についてこれは、皆さんに同行して

頂いている農地利用状況調査で遊休農地とされた農地の所有者が不明の

・土地の所在地

議　長 　よろしいですか。それでは採決いたします。議第14号について、

第6地区 長目の釜戸は基盤整備を行う予定でありますので、遊休地を利用できる

　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

・登記地目

・現況地目

・登記面積

・名義人

事務局

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14号は原案のとおり決定しました。

議　長

説明、地区担当委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 　その他、ご意見等ございますか。

（質問、意見なし）
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令和２年３月２日

津久見市農業委員会会長 田　中　國　明

議事録署名委員 渡邉　　秀寿

議事録署名委員 瀬戸口　弥栄子

議　長 　　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3回

　定例会を閉会いたします。

会議閉会時間 １１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。

事務連絡

　　　　　　　【次回「第4回定例会」の開催日程について等】

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。

　　　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。
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農地法第５条の規定による許可申請

農地法第３条の規定による許可申請

農地法第32条第３項の規定による告示について

コンプライアンス研修

７．事務連絡

５．議事日程

議事録署名委員の指名について

次回「第４回定例会」の開催日程について等

会議書記の指名について

議案審議

６．協議・報告事項

農地利用集積計画について

農地利用集積計画の合意解約について

事務局

橋　本　岳　央

令和２年　第３回　津久見市農業委員会定例会議事録

令和２年３月２日（月）

市民ふれあい交流センター

１０時３０分～１１時５０分

佐　護　達　朗

現況証明書（非農地証明書）の発行について
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会事務局職員を指名します。

【「異議なし」との声あり】

　それでは（2番）渡邉　秀寿委員、（4番）瀬戸口　弥栄子委員よろしくお願

いします。

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

コロナウイルスがはやってきております、皆さんんも十分体調に気を付けて

会長よりご挨拶をお願いします。

　本日、委員８名中、出席者８名で定例会は成立しています。

　ただ今から令和２年第３回定例会を開催いたします。はじめに、田中

１０時３０分
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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、

よろしいですか。それでは採決いたします。議第9号について、原案

　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

次の借り手がいるので、荒廃することはないので、良いと思います。

　続きまして現地調査員の報告をお願いします。

　全員賛成ですので、議第9号は原案のとおり決定しました。

（質問、意見なし）

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。

津久見市大字津久見字奥畑1447番75

【当番委員より、現地調査の結果を報告】

畑

次の借り手も見つかっているとのことなので、問題無いと思います。

【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

【議第9号について議案書と写真をもとに朗読と説明】

４８９㎡　

22 ページ



津久見市大字津久見字奥畑1447番75

１０年（Ｒ2.3.1～Ｒ12.2.28）

【当番委員より、現地調査の結果を報告】

【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

●●●●　　大字津久見●●●●番地

●●●●　　大字津久見●●●●番地

【議第10号1件目について議案書と写真をもとに朗読と説明】

　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

新規

　第10号につきまして農地利用集積計画が2件あります。

５，０００円

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。

　全員賛成ですので、議第10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）

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、

よろしいですか。それでは採決いたします。議第10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。
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　全員賛成ですので、議第10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10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】

みかんの取れ高による

貸借権設定

継続

●●●●　　大字津久見●●●●番地

●●●●　　大字津久見●●●●番地

１０年（Ｒ2.2.29～Ｒ12.2.28）

【議第10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瀬戸石6495番10
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問題は無いと思います。

　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

（質問、意見なし）

　その他、ご意見等ございますか。

野菜等を作っている農地を引き続き耕作するので問題無いと思います。

　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】

譲受人は耕作地を探していて今回購入することとなったのので

（譲渡理由）耕作困難

　この申請地は、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

【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

●●●●　大字上青江●●●●番地

●●●●　大字上青江●●●●番地

（譲受理由）耕作面積拡張

畑

畑

６６．００㎡

【議第11号1件目について議案書と写真をもとに朗読と説明】

大字津上青江字垣ノ内3196番1

　それでは、議第11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2件です。議案書をもとに説明します。
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許可書を発行することといたします。

（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11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11号１件目は原案のとおり決定しましたので、

１３１５．００㎡

（譲受理由）耕作面積拡張

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）

●●●●　　大字日見●●●●番地

【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

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。

【議第11号2件目について議案書と写真をもとに朗読と説明】

譲受人はこのあたり一帯を耕作しており申請地もすでに借りて

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

大字津久見字家ノ浦７３３番外1筆

●●●●　　大字日見●●●●番地

（譲渡理由）耕作困難

　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】
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　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

2件目と同じで既に譲受人が耕作しているので問題無いと思います。

　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】

２件目と同じです。

（譲渡理由）耕作困難

　この申請地は、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

【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

●●●●　　大字日見●●●●番地

●●●●　　大字日見●●●●番地

（譲受理由）耕作面積拡張

畑

畑

２８０．００㎡

【議第11号3件目について議案書と写真をもとに朗読と説明】

大字津久見字家ノ浦７８９番１

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。

　よろしいですか。それでは採決いたします。議第11号2件目について、

　その他、ご意見等ございますか。

（質問、意見なし）

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11号2件目は原案のとおり決定しましたので、
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許可書を発行することといたします。

　大字上青江●●●●

（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11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11号3件目は原案のとおり決定しましたので、

（質問、意見なし）

　その他、ご意見等ございますか。

　この申請地は、会社が既に5029番の宅地を購入しており隣接する

●●●●㈱代表取締役社長　●●●●

津久見市大字上青江字垣篭5028番1

　　　　【地区担当委員より、現地調査の結果を報告】

【議第12号について議案書と写真をもとに朗読と説明】

２７１．００㎡　

資材置場・駐車場用地

　　　　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

●●●●　別府市●●●●●

第３種農地　第一種住居地域

　　　　それでは、議第12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。

畑

畑

　　　　やもうえないと思います。

　　　　申請地は本通りに面しており、耕作もしていないので転用は、

28 ページ



【議第13号1件目について議案書と写真をもとに朗読と説明】

津久見市大字上青江字向山３４２９番外3筆

畑

山林

１７７９.００㎡

●●●●　臼杵市大字末広●●●●

平成元年月日不詳頃から山林化しているとの非農地の申請です。

　議第13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9件です。議案書をもとに説明します。

　続きまして現地調査員の報告をお願いします。

（質問、意見なし）

　その他、ご意見等ございますか。

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

　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12号について、

　全員賛成ですので、議第12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。

【当番委員より、現地調査の結果を報告】

（質問、意見なし）

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。
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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

台風18号で谷も崩れており、既に山林化しておりますので問題無いと思い

　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

（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13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13号1件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。

【議第13号2件目について議案書と写真をもとに朗読と説明】

津久見市大字上青江字向山３４３２番1

畑

山林

１３０.００㎡

　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

●●●●　入船西町●●番●号

平成元年月日不詳頃から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

1件目に隣接していて既に山林化しておりますので問題無いと思います。

説明、地区担当委員からの説明について、発言のある方は
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　その他、ご意見等ございますか。

（質問、意見なし）

既に山林化しておりますので問題無いと思います。

　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

（質問、意見なし）

年月日不詳頃から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

【議第13号3件目について議案書と写真をもとに朗読と説明】

津久見市大字四浦字深良津３０９６番1外1筆

畑

　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13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13号2件目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。

（質問、意見なし）

山林

８４５.００㎡

●●●●　大字四浦久保泊●●●●
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証明書を発行することといたします。

（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13号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13号4件目は原案のとおり決定しましたので、

　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

（質問、意見なし）

　その他、ご意見等ございますか。

　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

3件目とほぼ同じ場所で既に山林化しておりますので問題無いと思います。

山林

１３１.００㎡

●●●●　兵庫県尼崎市●●●●●

年月日不詳頃から山林化しているとの非農地の申請です。

　全員賛成ですので、議第13号3件目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。

【議第13号4件目について議案書と写真をもとに朗読と説明】

津久見市大字四浦字深良津３０９６番3外1筆

　よろしいですか。それでは採決いたします。議第13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。

畑
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山林

１，４３８.００㎡

●●●●　兵庫県尼崎市●●●●●

証明書を発行することといたします。

【議第13号6件目について議案書と写真をもとに朗読と説明】

津久見市大字四浦字深良津３１０１番

畑

　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13号5件目について、

　全員賛成ですので、議第13号5件目は原案のとおり決定しましたので、

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。

4件目とほぼ同じ場所で既に山林化しておりますので問題無いと思います。

　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

（質問、意見なし）

年月日不詳頃から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

山林

２８６.００㎡

●●●●　大字四浦●●●●

【議第13号5件目について議案書と写真をもとに朗読と説明】

津久見市大字四浦字深良津３０９７番外1筆

畑
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6件目とほぼ同じ場所で既に山林化しておりますので問題無いと思います。

年月日不詳頃から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

山林

６６４.００㎡

●●●●　大字四浦●●●●

　全員賛成ですので、議第13号6件目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。

【議第13号7件目について議案書と写真をもとに朗読と説明】

津久見市大字四浦字深良津３１２７番１

　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13号6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。

5件目とほぼ同じ場所で既に山林化しておりますので問題無いと思います。

　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

（質問、意見なし）

年月日不詳頃から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

畑
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説明、地区担当委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。

（質問、意見なし）

　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

7件目とほぼ同じ場所で既に山林化しておりますので問題無いと思います。

　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

●●●●　　大字津久見●●●●●

年月日不詳頃から山林化しているとの非農地の申請です。

畑

山林

６２８.００㎡

　全員賛成ですので、議第13号7件目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。

【議第13号8件目について議案書と写真をもとに朗読と説明】

津久見市大字四浦字深良津３１２７番２

　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13号7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。

　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

（質問、意見なし）
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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13号8件目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。

　よろしいですか。それでは採決いたします。議第13号8件目について、

【議第13号9件目について議案書と写真をもとに朗読と説明】

津久見市大字長目字東谷４４５番

畑

山林

１，８５１.００㎡

●●●●　　大字長目●●●番地

年月日不詳頃から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

以前はみかん畑でしたが今は、山林化しておりますので問題無いと思いま

　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

（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13号9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13号9件目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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　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

　議第14号の議案書をご覧ください。

農地法第３２条３項の規定による告示についてこれは、皆さんに同行して

頂いている農地利用状況調査で遊休農地とされた農地の所有者が不明の

　よろしいですか。それでは採決いたします。議第14号について、

長目の釜戸は基盤整備を行う予定でありますので、遊休地を利用できる

　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

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14号は原案のとおり決定しました。

説明、地区担当委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。

（質問、意見なし）
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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3回

　定例会を閉会いたします。

１１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。

　　　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。

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。
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