
令和元年度第 9 回定例農業委員会 議事録 

１．開催日時 

令和元年 12 月 10 日（火）  開会 9：30～ 

 

２．開催場所 

岡垣町役場 301 会議室 

 

３．出欠の状況 

（１）出席委員  11 名 

     田原 一男   俵口 和義    廣渡 秀雄   青柳 政士        

  早苗 泰博   村田 和久   神谷 貢    野中 利彦       

木原 緑    大村 武彦   門司 雅門 

         

     

       欠席委員  1 名 

        井𡈽 光德  

 

４．委員会に附した議案 

議案第  21号 農地法第 3条の規定による許可申請について 

議案第  22号 農地法第 5条の規定による許可申請について 

議案第  23号 農地の一時利用届について 

 

５．事務局出席者 

    秦 啓   三並 裕紀  



議長    ただ今より第 9回定例農業委員会を開催させて頂きます。起立。礼。 

 

全員    おはようございます。 

   

議長    現地確認について事務局説明お願いします。 

 

事務局   2.現地確認。 （1）吉木東 1丁目１１４５番１ 農地法５条申請。同じく吉木東 1丁目１

１４５番６ こちらも同じく農地法５条申請です。 （3）糠塚字長ヶ坪２０８番他５筆に

ついては以前現地確認させて頂いたイオンの横の護岸工事の箇所になりますので、こちら

は今回省略させて頂きます。（1）、（2）の現地確認をお願いしたいと思います。以上です。 

 

議長    はい、それではさっそく現地確認に行きたいと思いますので、暫時休憩いたします。 

 

 

【現地確認】 

 

 

議長    それで再開致します。議事に入ります前に、本日の議事録署名人を 4番の村田委員、5番の

神谷委員よろしくお願い致します。 それではさっそく議事に入らせて頂きます。議案第

２１号 農地法第３条第 1項の規定による許可申請について、事務局説明お願いします。 

 

事務局   議案第２１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請ついて。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。 令和元年１２月１０日提出 岡垣町農業委員会 会長 田原 一男  こちら P1

の１項目目を書かせて頂いています。次のページに２項目目を書かせて頂いていますが、

こちら２項目関連がございますので、一緒に説明をさせて頂きます。 

      1項目目については譲受人、譲渡人は以下の通り。申請地は２つございます。黒山字道手１

６６番２、地目は畑、面積は３０㎡、区分が農振農用地。 ２つ目が同じく１６６番３、

地目は畑で面積が３．６２㎡、農振農用地です。譲受人の経営面積が２２６ａ。目的は所

有権移転です。 

      ２項目目が譲受人、譲渡人が以下の通りです。申請地が 1 筆、黒山字道手１５０番９、地

目が田、面積が４７㎡、こちらも同じく農振農用地です。譲受人の経営面積１７６ａで目

的が所有権移転となっています。こちらのＰ３に、1 項目目の色付けした農地と関連する、

Ｐ５に同じく２項目の農地を赤色で色を付けさせて頂いております。こちら２つの農地が

不整形といったところがございまして、こちら三日月型をしたところの農地を交換するこ

とで、不整形を少しでも直していくこととなっております。Ｐ４に、詳細図を載せており

ます。こちら地籍図を見て頂いて、三日月型になっている箇所、この先端の部分の、２筆

について所有権の移転を行うもので、同じく２項目目は、Ｐ６をお開き頂いて、黄色の部



分、この所有権移転を行うもので、農地の交換という形で、不整形を直していくものです。

間に、黄色で塗ったところの北側に１７４３－２という地番の農道が入っていると思いま

すけど、こちらは、払い下げが行われる予定で、整形をしていきます。 

      ３条の調査書別紙をご覧頂きたいと思います。第 1 号につきまして、項目毎に載せており

ます。第１号、農地の全部効率利用につきまして、こちら譲受人が水稲、葡萄を作付けさ

れており、機械はトラクター３台、田植機２台持たれており、家族も、本人、妻、そして

父親の３名で耕作することで、効率的には見込めます。２号、３号については適用なしで

す。４号についても、耕作の従事日数が 330 日で、農作業に従事すると見込まれる。５号

も先程ご説明致しましたが、耕作する農地が２２６ａで、下限面積を超えています。６号

も転貸しに当たらない、７号についても農業歴がすでに２０年で、現在の所支障なし、今

後も支障なしですべての要件に該当するというところです。次のページに３条調査書の２

項目目を載せています。こちらも１号から、譲受人については水稲、いちじくを作付けさ

れています。機械についてもトラクターと田植え機を所有で、家族の状況は本人、妻、子

ども３名で農業に従事されているため、効率利用が見込まれる。２号、３号については適

用なし。４号についても農作業従事日数が 300 日で、必要日数を農作業に従事するとされ

ています。第５号についても耕作する農地が１７６aと下限面積を超えております。６号に

関しても転貸しに当たりません。７号についても、譲受人の農作業年数１８年経過されて

おりまして、今後も支障なしといったところで見込まれておりますので、問題なしとして

提案させて頂きます。第 3 条、議案第２１号についての説明を終わらせて頂きます。以上

です。 

 

議長    今説明を受けまして、何かご質問、ご意見等ございましたら。ないようでしたら承認いた

だけますでしょうか。はい、挙手をお願いします。はい、ありがとうございます。それで

は続きまして、議案第２２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   議案第２２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（平成２１年１２月１１日付け２１経

営第４６０８号・２１農振第１５９９号農林水産省経営局長・農林水産省農村振興局長連

名通知）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

元年１２月１０日提出 岡垣町農業委員会 会長 田原一男 現地確認して頂いた箇所に

なりますが、１項目目につきまして譲受人と譲渡人が以下の通りで、申請地につきまして

は、吉木東１丁目１１４５番１、地目が田、面積は３２８㎡、区分については第１種住居

地域といったところです。こちら、権利内容としましては使用貸借権の設定となります。

転用目的は自己用住宅となります。農地も同じ箇所ですので、２項目目も引き続き説明さ

せて頂きます。２番については８ページをお開き頂いて、譲受人と譲渡人が以下の通りと。

申請地につきましては吉木東１丁目１１４５番６、地目が田、面積は３６７㎡、同じく第

一種住居地域、こちらについては内容が所有権移転となっています。転用目的が自己用住



宅。位置図につきましては９ページ、先ほど見ていただいた箇所です。１０ページに付近

見取図と、１１ページに地籍図を載せています。１２ページに平面図、１３ページに計画

図を載せています。こちらは、水道・下水道共に道路沿いにきておりますので、道路に流

していく予定です。側溝については今現在家が建っていたところの境界にありますので、

こちらに流していく予定となっております。隣地との境界線については南側との隣地にブ

ロック積みで土留めを行います。後の隣地境界は既にブロックがありますので、それを使

用する予定です。では、農地法の第５条のチェック表をご覧ください。都市計画法の用途

地域内の農地、第１種住居地域となっておりますので第３種と判断させていただいていま

す。一般基準につきましては、１項目から資金計画と融資証明によって問題なしとさせて

いただきました。２番についても登記簿と農家台帳を確認しております。３番につきまし

ても事業計画で、転用の許可後、７月に入居予定といったところで〇とさせていただきま

した。４番、５番該当なしで６番も妥当性というところで事業計画図を見させていただい

て〇とさせていただきました。８番につきましても、給水、汚水については上下水道に繋

げる、雨水は北側の側溝に流す。被害防除につきましてもブロック積みを行い、土留め対

策をすることで〇とさせていただいています。１番については以上です。２番は、１８ペ

ージの地籍図、１９ページの平面図を見て頂き、先ほどの農地の南側で、こちら 1 筆を文

筆して２項目目の住宅を建てる計画をなされております。２０ページに計画図を載せさせ

ていただいておりますが、こちら、上下水は先ほどと同じく上下水道に接続するといった

ところですが、雨水は、今回、道路沿いに雨水の側溝がありませんので、道を挟んで反対

側のところの、側溝に流していく計画がなされています。こちらは転用の許可が下り次第、

専用申請を行って、雨水管をつなげていく計画がなされています。同じく、隣地の境界線

につきましてもブロック積みを行っていく計画になっています。また、建物以外のところ

につきましては、転圧のみといったところで勾配をつけて雨水を流していく計画がなされ

ております。チェック表の４ページをお開きいただき、こちら１番目の立地基準、先ほど

と同じく第１種住居地域というところで第３種農地とさせていただいております。一般基

準につきましても、資金計画と融資証明で〇。また、２番につきましても、登記簿と農家

台帳で確認させていただきました。３番につきましても事業画書などを確認させていただ

いております。４,５は該当がなく、６番についても事業計画図で〇とさせていただきまし

た。８番についても先ほどと同じく、給水と汚水については上下水道、そして雨水につい

ても水路に流す。同じく被害防除として境界にブロック積みを行い、土留めを行うという

ところで〇とさせていただきました。以上になります。 

 

議長    第２２号について説明を受けましたが、当該委員さん、何か意見がありましたら。 

 

門司委員  実際ですね、現場で業者を含めて立ち会いまして、雨水排水についても水路を流していた

だくということと、南側ですかね、ブロックを積むことにあたって、農地の落水口に境界

がギリギリなものなので、そこに桝を設けてほしいということで一応協議を進めておりま

す。設けさせて頂いて、着工前にもう一度その境界と、実際隣に作物も植わっていますの



で防除するということで了承をしていますのでご協力お願い致しします。 

 

議長    それでは委員の方、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、ありがとうございます。それでは続きまして、議

案第２３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   議案第２３号 農地の一時利用届について。農地法施行規則第２５条に規定される県によ

る農地の一時利用について、意見を決定するため審議を求める。令和元年１２月１０日提

出 岡垣町農業委員会 会長 田原一男 こちら届出人は県です。対象農地は全６筆にな

っております。糠塚長ヶ坪２０８番、以下２０９から２１３番までです。地目はすべて田。

面積は、その必要な部分のみ転用する計画です。区分につきましては農振農用地。１筆２

１３番のみ農振白地です。利用目的は、管理用道路設置工事及び田面復旧工事に伴う工事

用仮設道路で、利用期間が令和元年１２月１１日から令和４年３月３１日までとされてお

ります。２４ページに位置図を載せております。こちら、イオンの川沿いで、以前見てい

だいた箇所で、川を挟んだ反対側の護岸工事の箇所です。２５ページに利用計画図を載せ

ております。こちら、矢矧川の改修工事の仮設道路と資材置場として一時利用届が出てお

りました。工事については、今回地元からの要望があり、新たに一時利用をする予定とな

っております。中身としましては、今後、農業用の機械が入りやすいよう、現状より少し

管理用道路を広げるものです。そのため、仮設道路の使用として一時利用が出ております。

２６ページに、横断図を載せておりますが、赤字で書いているところが今回変更の箇所と

なります。道路を広げて、斜面も少し緩やかにしまして、田んぼ側に、約５０㎝広げる計

画です。その先に水路を入れる運びとなっております。以上になります。 

 

議長    ２３号につきまして説明がありましたが何かご意見等、ご質問ございましたら。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、ありがとうございます。それ

では続きましてその他のところに入らせていただきます。 

 

 

【その他の事項】 

 

 

その他 

1. 岡垣町農業委員会「枝豆狩り体験」収支報告について 

別紙参照 

    

2. 令和元年度第４回岡垣町議会定例会一般質問について 

 

 



3. 日程について 

〇福岡県農業会議北九州支部とＪＡ北九組合長との意見交換会 

 日時 １２月１８日（水）１６：００～ 

 場所 ＪＡ本店 

 参集 会長・事務局長 

 

〇令和元年度福岡県農業委員会研修大会 

 日時 １月２８日（火）１３：００～１５：３０ 

 集合 役場玄関１０：５０、１１：００発 

 場所 福岡国際会議場 

 参集 農業委員・最適化推進委員 

 内容 地域での協議を有効に進めるためのポイントについて 

 講師 全国農業会議所専門相談委員 澤畑 佳夫 氏 

 

〇令和元年度福岡県農業会議中間遠賀地区研修会 

 日時 令和２年２月６日（木）１６：３０～ 

 場所 ぶどうの樹 

 参集 農業委員・最適化推進委員 

 内容 農業を発展させるために必要なものは何か 

 講師 前農水省事務次官 奥原 正明 氏 

 

〇ＪＡ円滑化事業から農地中間管理事業への移行手続き説明会 

 日時 令和２年１月７日（火）１８：００～ 

    令和２年１月８日（水）１３：３０～ 

    令和２年１月１８日（土）９：３０～ 

 場所 ＪＡ北九遠賀生産センター（７日,８日） 

    遠賀町コミュニティーセンター（１８日） 

 ※いずれか都合の良い会場 

 参集 農業委員・最適化推進委員 

 

4. 次回の日程について 

日 時  １月１０日（金）   ９：３０～ 

  場 所  岡垣町役場 ３０１会議室 

   

議長 それでは、以上をもちまして第９回の定例農業委員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 

 

                         

 

 

                               


