
令和 3 年度第 6 回定例農業委員会 議事録 

１．開催日時 

令和 3 年 9 月 9 日（木）  開会 15：30～ 

 

２．開催場所 

岡垣町役場 大会議室 

 

３．出欠の状況 

（１）出席委員  10 名 

     田原 一男   俵口 和義    廣渡 秀雄           

   石川 久男    辻  政幸   山田 和夫     

    大村 武彦   田中 誠二   門司 雅門    

    木原 緑 

         

    （２）欠席委員  2 名 

    村田 和久   花田 和幸    

 

４．委員会に附した議案 

議案第  15 号 農地法第 3条の規定による許可後の計画変更について 

議案第  16 号 農地法第 5条の規定による許可後の計画変更について 

議案第  17 号 農地の一時利用届について 

議案第  18 号 農用地利用集積計画（農地中間管理権の取得）について 

議案第  19 号 農用地利用配分計画案について 

議案第  20 号 農業委員の辞任について 

 

 

５．事務局出席者 

    秋武 重成   平田 一彦   中井 優介  



議長    ただ今より第 6回の定例総会を開催させて頂きます。起立。礼。おはようございます。 

 

全員    おはようございます。 

   

議長    議事に入ります前に本日の議事録署名人についてですが、9番の石川委員、1番の門司委員

よろしくお願い致します。それでは早速議事に入りたいと思います。議案第 15 号 農地法

第 3条の規定による許可申請について、事務局説明をお願いします。 

 

事務局 それでは議案の 1ページ目をご覧ください。議案第 15 号、農地法第 3条第 1項の規定によ

る許可申請について。農地法第 3 条第 1 項の規定による許可申請について、同条第 2 項の

規定に基づき、許可の可否について審議を求める。令和 3 年 9 月 9 日提出、岡垣町農業委

員会会長田原一男。今回 1件の申請が出されています。譲受人と譲渡人は記載のとおりで、

申請地は 1 筆です。場所は糠塚 795-1、地目が畑、面積が 1729 ㎡、区分が農振農用地、目

的が所有権の移転となっております。2ページに位置図を載せています。場所としては、495

号線のお仏壇の浄光の北側の農地となっています。 

      それでは別紙でお配りしております調査書の 1 ページをご覧ください。第 1 号農地の全部

効率利用については、借り受けた農地でキャベツなどを栽培しており、農作業への従事者の

状況からすべての農地を効率的に利用できるものと見込まれるため不許可には該当しない

としています。第 2号農地所有適格法人以外の法人については、譲受人の決算書を確認し、

売上高のほぼ全てを農業に関連する事業が占めているため問題なしとしています。続いて

第 5号下限面積については、譲受人が耕作する農地は 115ａであり下限面積を超えているた

め問題なしとしています。続いて第 6 号転貸禁止については、登記簿謄本を確認し譲渡人

の所有農地であることを確認していますので不許可には該当しません。最後に第 7 号地域

との調和についてです。譲受人は今回新しく岡垣町での農業に参入するものですが、地元の

農組とも協調しながらやっていきたいという意向もあり、普及指導センターとも協議をし

ていますので、地域との調和については問題ないものと思います。今回の譲受人は住所が大

分県となっていますが、福岡市内に支社があります。今までの主な事業としては、農業労働

力が不足する農家の方に労働力を提供する事業をしています。下限面積の 115ａについて

は、現在大分県でキャベツやニンニクを栽培しています。福岡支社でも新しく農業に取り組

みたいということで、農地を探していたところ、偶然岡垣町の農地を譲ってもらうことにな

ったようです。糠塚地域は耕作放棄地が増加している場所であり、今回購入する農地につい

ても耕作放棄地です。今後周辺の農地についても借りたい意向をもっているため、周辺農地

の保全についても寄与してもらえるものと考えています。説明については以上です。 

 

議長 はい、それでは議案第 15 号について、何かご意見、ご質問等ありましたら。ないようでし

たら、ご承認いただける方挙手をお願い致します。はい、全員という事で。それでは続きま

して、議案第 16 号、農地法第 5条の規定による許可申請について、事務局説明をお願いし

ます。 



事務局 それでは議案の 3ページ目をご覧ください。議案第 16 号、農地法第 5条の規定による許可

申請について。農地法第 5 条の規定による農地の転用申請について、農地法関係事務処理

要領の第 4 の 1 の（4）のアの規定により、意見を決定するため審議を求める。令和 3 年 9

月 9日提出、岡垣町農業委員会会長 田原一男。 

      今回 2 件の申請が出されておりますので、順に説明します。まず 1 件目です。譲受人と譲

渡人は記載のとおりで、申請地は 1筆です。場所が山田 701、地目が畑、面積が 286 ㎡、区

分が農振白地、権利内容は所有権の移転で、転用目的は自己用住宅の建築です。位置図を 5

ページに載せています。場所は、山田の集落内の農地です。7ページに計画図を、8、9ペー

ジに平面図と立面図を載せています。平屋建住宅が建築予定です。緑が上水、赤が下水、青

が雨水の流れを示したものとなります。上水と下水は正面道路に接続し、雨水については隣

接する側溝へ流す計画です。 

      それでは別紙でお配りしておりますチェック表をご覧ください。まず 1．立地基準の農地区

分については、10ha 以上の農地の広がりではないため第 2種農地に該当します。2．一般基

準の 1 転用行為を行うのに必要な資力及び信用の有無、こちらは提出された資金計画書及

び融資証明書から特に問題はないため〇としております。2 転用行為の妨げとなる権利を

有する者の同意の有無、こちらについても登記簿を確認したうえで譲渡人の土地であるこ

とを確認しておりますので問題なしとしております。3 申請に係る用途に遅滞なく供する

ことの見込み,こちらについては許可後すぐに着工することが確認できておりますので○

としております。6 転用計画面積の妥当性については、事業計画書を確認したうえで土地

全体を有効活用することが確認できておりますので〇としております。8 周辺の農地等に

係る営農条件への支障の有無に関しては、被害防除計画と水利承諾書から問題ないことを

確認しておりますので○としています。1件目の説明は以上となるため、続いて 2件目の説

明に入ります。 

      それでは議案の 4ページ目をご覧ください。譲受人と譲渡人は記載のとおりで、申請地は 1

筆です。場所が糠塚 1234-1、地目が畑、面積が 1154 ㎡、区分が農振白地、権利内容は賃借

権の設定で、転用目的は陸砂採取による一時転用です。位置図を10ページに載せています。

場所は、495 号から北に向かったところで、今年の 3月に審議していただいた砂取りの場所

のそばとなっています。計画図を 13 ページ以降に載せています。砂取りの期間としては許

可日から 1 年間で、最大 8.3ｍ掘る計画です。申請地の周囲 2ｍを保安距離として確保し、

粉塵防止のため周囲を 1.8ｍの防止策で囲う予定になっています。説明については以上で

す。 

 

議長 はい、それでは議案第 16 号-1 について、当該委員さん何かご意見がありましたら。 

 

田中委員 特に問題ありません。 

 

議長 その他に議案第 16 号-1 について、何かご意見、ご質問等ありましたら。ないようでしたら、

ご承認いただける方挙手をお願い致します。はい、全員という事で。それでは議案第 16 号



-2についてですが、以前3月に砂取りをした農地についても綺麗に農地に復元しています。

糠塚は砂取りが多いですが、周辺にも迷惑をかけないということですので、審議のほどよろ

しくお願いします。それでは第 16 号-2 について、何かご意見、ご質問等ありましたら。な

いようでしたら、ご承認いただける方挙手をお願い致します。はい、全員という事で。それ

では続きまして、議案第 17 号、農地の一時利用届について、事務局説明をお願いします。 

 

事務局 それでは議案の 16 ページをご覧ください。議案第 17 号、農地の一時利用届について。農

地法施行規則第 29 条に規定される町による農地の一時利用届について、意見を決定するた

め審議を求める。令和 3年 9月 9日提出、岡垣町農業委員会会長 田原一男。 

      今回 1 件の申請が出されています。申請地は 2 筆です。1 筆目が高倉 1004、地目が田、面

積が 2466 ㎡のうち 165 ㎡、2 筆目が高倉 1136、地目が畑、面積が 276 ㎡のうち 24 ㎡、区

分が農振白地、利用目的が関前橋架け替え工事に伴う仮設道路の敷設で、利用期間が 10 月

1 日から来年 3月 31 日までです。 

      位置図を 17 ページに載せています。場所としては高倉神社の北側で、詳細図を 18 ページ

に載せています。橋の架け替え工事に伴い、1133-1 の自宅への進入路が使用不可となるた

め、仮設道路を敷設する計画です。20 ページに計画図を載せています。一番下に土木シー

トを敷き、その上に真砂土を 4ｍ幅で 30 ㎝、その上に砕石を 3ｍ幅で 10 ㎝敷くものです。

説明については以上です。 

 

議長 はい、それでは議案第 17 号について、当該委員さん何かご意見がありましたら。 

 

山田委員 仮設道路が敷設される場所は元果樹園ですが、現在は何も栽培されていないため、特に問題

はありません。 

 

議長 はい、それでは議案第 17 号について、何かご意見、ご質問等ありましたら。ないようでし

たら、ご承認いただける方挙手をお願い致します。はい、全員という事で。それでは続きま

して、議案第 18 号、農用地利用集積計画（農地中間管理権の取得）について、事務局説明

をお願いします。 

 

事務局 それでは 21 ページをご覧ください。議案第 18 号、農用地利用集積計画（農地中間管理権

の取得）について。公益財団法人福岡県農業振興推進機構による農地中間管理権の取得に関

する農用地利用集積計画について、農業経営基盤強化促進法第 18 条第 1 項の規定により、

審議及び決定を求める。令和 3 年 9 月 9 日提出 岡垣町農業委員会会長 田原一男。こち

らは中間管理機構を通した 11 月開始分の利用権の設定に関するものです。農地の出し手か

ら機構への利用権の設定となっております。合計で 254 筆、359,782 ㎡が今回あがってきて

おります。22 ページ以降に対象地の一覧を載せております。以上です。 

 

議長 議案第 18 号について何かご質問・ご意見等ございましたら。ないようでしたらご承認いた



だける方挙手をお願いします。はい、全員ということで。ありがとうございます。 

 続きまして議案第 19 号 農用地利用配分計画案について、事務局説明をお願いします。 

 

事務局 それでは 31 ページをご覧ください。議案第 19 号 農用地利用配分計画案について。公益

財団法人福岡県農業振興推進機構の求めにより町が作成した農用地利用配分計画案につい

て、農地中間管理事業の推進に関する法律第 19 条第 3項の規定により、意見を求める。令

和 3年 9月 9日提出 岡垣町農業委員会会長 田原一男。こちらは先ほど議案第 18 号で審

議していただきました利用権の設定に関して、今度は機構から農地の借り手への利用権の

設定となっております。同じく一覧を 32 ページ以降に載せております。以上です。 

 

議長 議案第 19 号について何かご意見・ご質問等ございましたら。ないようでしたら、議案第 19

号についてご承認いただける方挙手をお願いします。はい、全員ありがとうございます。そ

れでは続きまして、議案第 20 号農業委員の辞任について、事務局説明をお願いします。 

 

事務局 それでは 42 ページをご覧ください。議案第 20 号農業委員の辞任について。農業委員より

辞任願が提出されたため、農業委員会等に関する法律第 13 条第 1項の規定に基づき、可否

について審議を求める。令和 3年 9月 9日提出、岡垣町農業委員会会長、田原一男。 

      今回、村田委員より体調不良を理由として辞任願が提出されています。辞任時期について

は 9月 30 日です。今回承認されれば、本人へ承認通知を出したいと思います。説明につい

ては以上です。 

 

議長 この件については、昨年の 11 月に体調を崩したということで辞任の相談がありました。私

と事務局で本人と協議をし、辞めるのではなく少し休養して様子を見てはどうかと話して

いましたが、なかなか回復しないということで、やむを得ないのではないかと思っておりま

す。大変残念ではありますが、本人たっての希望でもありますので、審議のほどよろしくお

願いいたします。なにかご質問ございましたら。それでは承認いただける方挙手をお願いし

ます。はい全員です。後任については、同じ地域に農業委員も推進委員もいますので、この

まま欠員ということで行きます。それではその他に入ります。 

 

 

【その他の事項】 

 

 

その他 

 

1.  三里松原保全活動について 

 10 月 6 日（水）午前 7時から 

 ※終了後、枝豆狩り会場の草刈りを行う 



2. 枝豆狩り体験事業について 

・日  時  10 月 16 日（土）※雨天の場合は翌日に順延 

 

 

3. 次回の日程について 

   ・日  時 10 月 11 日（月） 9：30～ 

   ・場  所   岡垣町役場  大会議室 

 

 

 

 

議長 それでは、以上をもちまして第 6回の定例総会を終わらせて頂きます。起立、礼。お疲れ様

でした。 

 

全員 お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議事録署名人 

 

                         

 

 

                               

 

 

 


