
第３５回  遠賀町農業委員会総会議事録

１．日  時     平成２９年５月１０日（水）

                         ９時００分～１０時５０分

                   ２．場  所  遠賀町役場 第６会議室

遠賀町農業委員会議長             

議事録署名委員                 

議事録署名委員                 



1

第３５回 遠賀町農業委員会総会議事録

１．  日時  平成２９年５月１０日（水）  ９時００分～１０時５０分

２．  場所  遠賀町役場  第６会議室

３．  出席委員（１１人）

    議 長 １番 三原  高志

    副 議 長 ２番 安部  喜美雄

    委 員 ３番 安藤  敏生

委 員 ４番 古野  靖之

    委 員 ５番 矢野  卓雄

    委 員 ６番 加藤  秀邦

選任学識 ７番 加藤  陽一郎

    選任学識 ８番 二村  義信

    委 員 ９番 高山  和幸

    委 員 １０番 矢野  繁敏

    委 員    １２番 森    昭徳

    

４． ５月の農業相談委員        

３番 安藤  敏雄

             ４番 古野  靖之

５． 議事日程

第１ 議事録の署名委員の指名   

                  ７番 加藤 陽一郎

                   ８番  二村 義信

第２ 会議書記の指名     

事務局職員   安部  真介

第３ 議案

① 農地法第４条の規定による許可申請について（●● ●●）

② 農地法第５条の規定による許可申請について（●● ●●● 他１名）

③ 農地法第５条の規定による許可申請について（●●●●（株） 代表取締役

●● ●）
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④ 農地法第５条の規定による許可申請について（●● ●●）

⑤ 農地法第５条の規定による許可申請について（●●●●●●（有） 代表取締役

   ●● ●●）

⑥ 農地法第５条の規定による許可申請について（（株）●●●● 代表取締役

●● ●●）

⑦ 農地法第５条の規定による許可申請について（●● ●● 他１名）

⑧ 農地法第５条の規定による許可申請について（●● ●● 他１名）

⑨ 農地利用集積計画の承認について（推進機構）

           

     第４  報告案件

① 農地法第１８条第６項の規定による通知について

②   農地法施行規則第32 条第1 項の届出について

第５ その他の案件

① 農業委員候補者選考委員会の結果について

② 農地利用最適化推進委員の評価について

開 会    ９時  ００分

議長      皆さん、おはようございます。

議長      本日の出席委員は、１１名中１１名の委員が出席されております。過半数の出席があり、

総会が成立しています。よって、ただ今より第３５回遠賀町農業委員会総会を開会いたしま

す。

議長     それでは次第の２、議事録の署名委員の指名ですが、７番加藤陽一郎委員、８番二村義信

委員にお願いしたいと思います。ご異議ございませんでしょうか。

【異議なし。】の声

議長     それでは、加藤陽一郎委員、二村義信委員お願いします。

議長      次に、次第の３、５月農業相談員は３番安藤敏生委員、４番古野靖之委員が農業相談の当

番ですが、相談の予約はありません。
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議長     次に本日の議案ですが、次第にありますように、付議案件は、農地法第４条申請関係１件、

農地法第５条申請関係７件、農地利用集積計画関係１件となっております。ご審議のほどよ

ろしくお願いします。

議長       なお本日の総会の会議書記ですが、事務局職員の安部を指名します。

議長       ここから議事に入ります。

現地調査の伴う案件について事務局から説明をお願いします。

事務局    はい。それでは議案書の１ページをお開きください。付議案件①農地法第４条の規定によ

る許可申請についてでございます。申請人が芦屋町にお住まいの●●●●氏で、申請

地が３ページの字図にありますように大字鬼津字堂ノ浦１６９７番４、地目が田、面積が８１

㎡です。農地区域が農業振興地域内非農用地、土地の用途区分が無指定の第３種農地と

なっております。申請目的は駐車場で、農地の一部が駐車場として利用されていたため、

申請するものです。申請に関する確実性については関係書類で確認をしております。営

農の支障についても、生産組合長さんより無条件承諾をいただいております。

         ４ページが現況平面図及び土地利用計画図及び縦横断図、５ページが被害防除計画書

で排水は雨水排水のみで自然流下となっています。６ページが関係者説明に関する調査

票、７ページが始末書となっております。

             

事務局    続きまして８ページをお開きください。付議案件②農地法第５条の規定による許可申請

についてでございます。譲受人が鬼津にお住まいの●●●●●氏 他１名で、譲渡人が

芦屋町にお住まいの●●●●氏で、申請地が１０ぺージの字図にありますように、大字鬼

津字堂ノ浦１６９６番４ 他１筆、地目が田、面積が２３．９２㎡です。農地区域が農業振興地

域内非農用地、土地の用途区分が無指定の第３種農地となっております。申請目的は進

入路の拡幅です。申請に関する確実性については関係書類で確認をしております。営農

の支障については、生産組合長さんより無条件承諾をいただいております。１１ページが

現況平面図及び土地利用計画図、縦横断図、１２ページが被害防除計画書で排水は雨水

のみで自然流下となっています。１３ページが関係者説明に関する調査票となっておりま

す。

事務局    続きまして１４ページをお開きください。付議案件③農地法第５条の規定による許可申請に

ついてでございます。借受人が鬼津の●●●●（株）代表取締役 ●● ●氏で、貸渡人

が芦屋町にお住まいの●●●●氏で、申請地が１６ページの字図にありますように、大字

鬼津字堂ノ浦１６９６番１ 他１筆、地目が田、合計面積が７８６㎡です。農地区域が農業振

興地域内非農用地、土地の用途区分が無指定の第３種農地となっております。申請目的

は駐車場です。申請に関する確実性については関係書類で確認をしております。営農の

支障については、生産組合長さんより無条件承諾をいただいております。１７ページが現

況平面図、１８ページが土地利用計画図、１９ページが縦横断図、２０ページが事業計画

書、２１ページが被害防除計画書で排水は雨水排水のみで水路放流となっています。２２
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ページが関係者説明に関する調査票となっております。

事務局    続きまして２３ページをお開きください。付議案件④農地法第５条の規定による許可申請に

ついてでございます。譲受人が水巻町にお住まいの●●●●氏で、譲渡人が北九州市

八幡西区にお住まいの●●●●氏で、申請地が２５ページの字図にありますように、大字

尾崎字舟川３７番１、地目が畑、面積が３６３㎡です。農地区域が農業振興地域内非農用地、

土地の用途区分が無指定の第２種農地となっております。申請目的は自己住宅建築です。

申請に関する確実性については関係書類で確認をしております。営農の支障についても、

生産組合長さんより無条件承諾をいただいております。２６ページが現況平面図、２７ペー

ジが土地利用計画図及び縦横断図、２８ページが被害防除計画書で排水は雨水が溜桝・

水路放流・自然流下、汚水が公共下水道接続となっています。２９ページが関係者説明に

関する調査票となっております。

事務局    続きまして３０ページをお開きください。付議案件⑤農地法第５条の規定による許可申請に

ついてでございます。譲受人が北九州市若松区の●●●●●●（有）代表取締役 ●●

●●氏で、譲渡人が北九州市八幡西区にお住まいの●●●●氏で、申請地が３２ページ

の字図にありますように、大字尾崎字舟川３７番５、地目が畑、面積が１１０㎡です。農地区

域が農業振興地域内非農用地、土地の用途区分が無指定の第２種農地となっております。

申請目的は資材置場です。申請に関する確実性については関係書類で確認をしておりま

す。営農の支障については、生産組合長さんより無条件承諾をいただいております。３３

ページが現況平面図、３４ページが土地利用計画図及び縦横断図、３５ページが事業計

画書、３６ページが被害防除計画書で排水は雨水のみで自然流下となっています。３７ペ

ージが関係者説明に関する調査票となっております。

事務局    続きまして３８ページをお開きください。付議案件⑥農地法第５条の規定による許可申請に

ついてでございます。譲受人が水巻町の（株）●●●●代表取締役 ●●●●氏で、譲

渡人が東京都にお住まいの●●●●●氏で、申請地が４０ページの字図にありますよう

に、大字若松字丸ノ内２３８４番１ 他１筆、地目が田、合計面積が５０２㎡です。農地区域が

農業振興地域内非農用地、土地の用途区分が無指定の第２種農地となっております。申

請目的は太陽光発電施設の設置です。申請に関する確実性については関係種類で確認

をしております。営農の支障についても、生産組合長さんより無条件承諾をいただいてお

ります。４１ページが現況平面図、４２ページが土地利用計画図、４３ページが縦横断図、４

４ページが事業計画書、４５ページが被害防除計画書で排水は雨水のみで水路放流及び

自然流下となっています。４６ページが関係者説明に関する調査票となっております。

事務局    続きまして４７ページをお開きください。付議案件⑦農地法第５条の規定による許可申請に

ついてでございます。譲受人が田園にお住まいの●●●●氏他１名で、譲渡人が今古賀

にお住まいの●●●●氏で、申請地が４９ページの字図にありますように、大字今古賀字

貴舟３８８番１、地目が畑、面積が２４７㎡です。農地区域が農業振興地域外、土地の用途

区分が第二種低層住居専用地域の第３種農地となっております。申請目的は自己住宅建
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築です。申請に関する確実性については関係書類で確認をしております。営農の支障に

ついても、生産組合長さんより無条件承諾をいただいております。５０ページが現況平面

図、５１ページが土地利用計画図及び縦横断図、５２ページが被害防除計画書で排水は

雨水が水路放流及び自然流下、汚水が公共下水道接続となっています。５３ページが関

係者説明に関する調査票となっております。

事務局    続きまして５４ページをお開きください。付議案件⑧農地法第５条の規定による許可申請に

ついてでございます。借受人が上別府にお住まいの●●●●氏他１名で、貸渡人が上別

府にお住まいの●● ●氏で、申請地が５６ページの字図にありますように、大字上別府

字尾倉５１４番、地目が畑、面積が８９㎡です。農地区域が農業振興地域内非農用地、土

地の用途区分が無指定の第２種農地となっております。申請目的は自己住宅建築です。

申請に関する確実性については関係書類で確認をしております。営農の支障についても、

生産組合長さんより無条件承諾をいただいております。５７ページが現況平面図及び縦横

断図、５８ページが土地利用計画図、５９ページが被害防除計画書で排水は雨水が自然

流下、汚水が公共下水道接続となっています。６０ページが関係者説明に関する調査票と

なっております。

事務局    以上が、現地調査を伴う付議案件でありますが、皆様に議案をお配りした後で、農業用倉

庫の届けが出ています。これも現地調査を伴いますので、本日お手元に資料をお配りし

ております。報告案件②農地法施行規則第32 条第1 項の届出です。こちらが農地転用の

制限の例外規定による届出になります。耕作を行う方がその農地を農業用施設、いわゆる

農業用倉庫等として使う場合、敷地面積が２００㎡未満であれば転用は不要、となっていま

す。届出人が上別府にお住まいの● ●●氏、届出の土地が大字上別府字尾倉下２７８

番３の一部、地目が田、面積が８７．５㎡です。申請理由が農業用倉庫建設となっておりま

して、特段問題は無いものと判断し、届出を受理しております。以上が、現地調査を伴う案

件です。

議長     それではこれより現地調査を行いますので、総会を暫時休憩します。

休 憩  ９時 ２０分

－   現地調査後  －

再 開 １０時 １０分

議長      再開します。

      それでは 付議案件①を議題に供します。まずは、地区担当の私から報告します。



6

議長      何も問題はありませんので、ご審議よろしくお願いします。

         続きまして、二村義信委員からご報告お願いします。

地元委員   何も問題はありませんので、ご審議よろしくお願いします。

（８番）

議長      ありがとうございました。

それでは本件について発言のある委員は挙手願います。

【ありません。】の声

議長      無いようですので、これより採決に移ります。

付議案件①農地法第４条の規定による許可申請について、原案のとおり承認される委員

の挙手を求めます。

【挙手の人数を確認】

議長      賛成１０名で付議案件①は承認されました。

議長      次に、付議案件②を議題に供します。まずは、地区担当の私からご報告します。

議長      何も問題はありませんので、ご審議よろしくお願いします。

         続きまして、二村義信委員からご報告お願いします。

地元委員   何も問題はありませんので、ご審議よろしくお願いします。

（８番）

議長      ありがとうございました。

それでは本件について発言のある委員は挙手願います。

【ありません。】の声

議長      無いようですので、これより採決に移ります。

付議案件②農地法第５条の規定による許可申請について原案のとおり承認される委員の

挙手を求めます。

【挙手の人数を確認】

議長      賛成１０名で、付議案件②は承認されました。
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議長      次に、付議案件③を議題に供します。まずは、地区担当の私からご報告をします。

議長      何も問題はありませんので、ご審議よろしくお願いします。

         続きまして、二村義信委員からご報告お願いします。

地元委員   何も問題はありませんので、ご審議よろしくお願いします。

（８番）

議長      ありがとうございました。

それでは本件について発言のある委員は挙手願います。

【ありません。】の声

議長      無いようですので、これより採決に移ります。

付議案件③農地法第５条の規定による許可申請について、原案のとおり承認される委員

の挙手を求めます。

【挙手の人数を確認】

議長      賛成１０名で付議案件③は承認されました。

議長      次に、付議案件④を議題に供します。まずは、地区担当の高山和幸委員からご報告をお

願いします。

地元委員   何も問題はありませんので、ご審議よろしくお願いします。  

（９番）

議長      ありがとうございました。

それでは本件について発言のある委員は挙手願います。

【ありません。】の声

無いようですので、これより採決に移ります。

付議案件④農地法第５の規定による許可申請について、原案のとおり承認される委員の

挙手を求めます。

【挙手の人数を確認】

議長      賛成１０名で付議案件④は承認されました。
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議長      次に付議案件⑤を議題に供します。まずは地区担当の高山和幸委員からご報告をお願

いします。

地元委員   何も問題はありませんので、ご審議よろしくお願いします。

（９番）

議長      ありがとうございました。

それでは本件について発言のある委員は挙手願います。

【ありません。】の声

無いようですので、これより採決に移ります。付議案件⑤農地法第５条の規定による許可

申請について、原案のとおり承認される委員の挙手を求めます。

【挙手の人数を確認】

議長      賛成１０名で付議案件⑤は承認されました。

議長      次に、付議案件⑥を議題に供します。まずは、地区担当の矢野繁敏委員からご報告をお

願いします。

地元委員   何も問題はありませんので、ご審議よろしくお願いします。   

（１０番）

議長      ありがとうございました。

それでは本件について発言のある委員は挙手願います。

【ありません。】の声

無いようですので、これより採決に移ります。付議案件⑥農地法第５条の規定による許可

申請について、原案のとおり承認される委員の挙手を求めます。

【挙手の人数を確認】

議長      賛成１０名で付議案件⑥は承認されました。

議長      次に、付議案件⑦を議題に供します。まずは、地区担当の加藤秀邦委員からご報告をお

願いします。
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地元委員   何も問題はありませんので、ご審議よろしくお願いします。

（６番）

議長      ありがとうございました。続きまして、加藤陽一郎委員からご報告をお願いします。

地元委員   何も問題はありませんので、ご審議よろしくお願いします。

（７番）

議長      ありがとうございました。

それでは本件について発言のある委員は挙手願います。

【ありません。】の声

無いようですので、これより採決に移ります。付議案件⑦農地法第５条の規定による許可

申請について、原案のとおり承認される委員の挙手を求めます。

【挙手の人数を確認】

議長      賛成１０名で付議案件⑦は承認されました。

議長      次に付議案件⑧を議題に供します。まずは地区担当の安藤敏生委員からご報告をお願

いします。

地元委員   何も問題はありませんので、ご審議よろしくお願いします。

（３番）

議長      ありがとうございました。それでは本件について発言のある委員は挙手願います。

【ありません。】の声

無いようですので、これより採決に移ります。付議案件⑧農地法第５条の規定による許可

申請について、原案のとおり承認される委員の挙手を求めます。

【挙手の人数を確認】

議長      賛成１０名で付議案件⑧は承認されました。

議長      それでは、付議案件⑨について、事務局より説明をお願いします。

事務局   はい、それでは議案書の６１ページをお開きください。付議案件⑨農地利用集積計画の
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承認についてでございます。５月は一斉更新のため、件数が多くなっています。議案を

送付した後に利用権の追加がございましたので、本日ホッチキス留でお配りしているもの

が追加を含めたものになりまして、農業振興地域内非農用地の再設定が 3 件追加になり

ました。緑色の蛍光マーカーで塗っているところ３件が当初より増えております。内訳を

説明しますと、農業振興地域内農用地の新規が５０件、５２,８５２㎡、農業振興地域内農用

地の再設定が７６件、１６９,２５４．３３㎡、農業振興地域内非農用地の新規が８件、４,４７４

㎡、農業振興地域内非農用地の再設定が９４件、７７,６４１㎡、農業振興地域外の新規が

６１件、５９,９５５㎡、農業振興地域外の再設定が６１件、４８,１０４．２６㎡、最終的な合計が

３５０件、４１,２２８０．５９㎡となっております。以上です。

議長      ありがとうございました。これより審議に入ります。本件について発言のある委員は挙手願

います。

           【ありません。】の声

無いようですので、これより採決に移ります。付議案件⑨農用地利用集積計画の承認につ

いて、原案のとおり承認される委員の挙手を求めます。

【挙手の人数を確認】

議長      賛成１０名で付議案件⑨は承認されました。

議長      それでは、報告案件①について、事務局より説明をお願いします。

事務局     はい、それでは７５ページをご覧ください。

          報告案件①農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございます。利用権の合

意解約ですが、付議案件⑥で申請するため、貸渡人の都合による解約2件となっており

ます。以上です。

議長      ありがとうございます。本件について、質疑、意見がございますか。

           【ありません。】の声

         それでは、その他の案件について、事務局より説明をお願いします。

事務局     農業委員候補者選考委員会の結果について

事務局     農地利用最適化推進委員の評価について

議長      はい、それではその他皆さんの方からございませんでしょうか。
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           【ありません。】の声

議長      無いようでございますので、以上をもって、第３５回遠賀町農業委員会総会を閉会いたしま

す。

     ありがとうございました。

閉 会 １０時５０分


