平成２７年第１回（１月）
農業委員会総会議事録

吉富町農業委員会

１．日時及び場所

平成２７年１月２０日（火）
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委員の皆さん少し時期が遅くなりましたが、明けましておめでと
うございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
皆様方には何かとお忙しい中ご出席いただきまして有難うござい
ます。それでは、ただ今より平成２７年第１回（１月）総会を開催
いたします。
なお、本日は守口委員より都合により欠席の連絡をいただいてお
りますので委員１４名での開催となります。
それでは、開会に先立ちまして是木会長よりご挨拶をお願いいた
します。
先ほど事務局長が申されたとおり少し時期が遅くなりましたが、
新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願
いします。
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それでは、ただいまから平成２７年第１回（１月）の総会を開催
いたします。まず、議事録署名人の指名をいたします。議事録署名
人には菊委員、豊田委員のお二人を指名いたします。
それでは、議事に入ります。「議案第１号 農地法第３条の規定
による許可申請書について」を上程いたします。事務局より説明を
お願いします。
あらためまして、委員の皆さん明けましておめでとうございま
す。今年もよろしくお願いいたします。
それでは１ページをご覧ください。「議案第１号 農地法第３条
の規定による許可申請書について」です。
この案件は譲渡契約に基づき、農地の所有権移転を行う為の許可
申請案件です。
申請農地：吉富町大字今吉２２６番地
田
１７８㎡
申請農地：吉富町大字今吉２２７番地１ 田
７１９㎡
申請農地：吉富町大字今吉２２７番地３ 田
３５㎡
申請農地：吉富町大字今吉２２６番地４ 田 ８．５４㎡
合
計
９４０．５４㎡
譲 受 人：吉富町大字今吉○○○番地
Ｙ．Ａ
譲 渡 人：吉富町大字今吉○○○番地１
Ｙ．Ｔ
（その他議案内容朗読及びＰ２からＰ６説明）
本申請は、農地法第３条許可の不許可要件の７項目のいずれにも
該当いたしません。譲渡人は高齢で今後は農地の管理が難しくなる
ので、近接地所有者のＹさんに所有権移転ということであり、Ｙさ
んは農地取得後の経営面積も４，５９６㎡となり、本町の農地下限
面積の３０ａ以上の保有となり問題はないと思われます。以上で説
明を終わります。よろしくご審議願います。
それでは、地元委員の豊田委員さん、申請地の状況や聞き取り内
容などで何か補足説明がありましたらお願いします 。
ただ今の事務局の説明のとおりでございます。 今後ご本人は高齢
で農地の管理が出来ないと言うことで、隣地の方への売買ですので
問題ないと思われます。
豊田委員並びに事務局より説明がありました。
ただ今より質疑を受けたいと思います。発言のある方は挙手お願
いします。
（質疑なし）
ございませんようでしたら、議案第１号については承認すること
にご異議はござませんか。
（異議なし）
では、「議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請書につ
いて」は承認することと決します。
つづいて、「議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可
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申請書について」を上程いたします。今回は２件の申請があるよう
なので事務局より説明をお願いします。
事務局より説明をお願いします。
７ページをご覧ください。「議案第２号 農地法第５条第１項の
規定による許可申請書について」です。先ず番号１の説明です。こ
の案件は、この農地を第三者へ所有権移転の伴う転用です。
申請農地：吉富町大字幸子３０７番地９ 田 ２８４㎡
譲 渡 人：中津市○○○○番地
Ｔ．Ｙ(持分２分の１)
譲 渡 人：中津市○○町○○番地○
Ｔ．Ｈ(持分２分の１)
譲 受 人：吉富町大字小祝○○○番地○ Ｔ．Ｋ
転用理由：一般住宅(木造二階建)１棟 建築面積 68.11 ㎡
駐車場
（その他議案内容朗読及びＰ８からＰ１４説明）
農地区分については都市計画用途区域内「第１種低層住居専用地
域」内の農地であることから第３種要件の農地であると判断されま
す。よろしくご審議願います。
それでは、地元委員の賀部委員さん、申請地の状況や聞き取り内
容などで何か補足説明がありましたらお願いします
ただ今の事務局の説明のとおりでございます。 現在はこの近隣は
新興住宅地となっており、排水についても、合併処理浄化槽で処理
するということですので、問題ないと思われます。
賀部委員並びに事務局より説明がありました。
ただ今より質疑を受けたいと思います。発言のある方は挙手お願
いします。
（質疑なし）
ございませんようでしたら、議案第２号－１については承認する
ことにご異議はござませんか。
（異議なし）
それでは、議案第２号－１に関しては承認することと決します。
続きまして、議案第２号－２について事務局より説明をお願いし
ます。
次に番号２の説明です。再度７ページをご覧ください。この案件
は、この農地を第三者へ所有権移転の伴う転用です。
申請農地：吉富町大字小犬丸４７２番地１ 田 ２４７㎡
譲 渡 人：中津市○○町○丁目○○番地○
Ｎ．Ｍ
譲 受 人：吉富町大字別府○○○番地○
Ｕ．Ｙ
転用理由：一般住宅(木造二階建)１棟 建築面積 101.55 ㎡
駐車場
（その他議案内容朗読及びＰ１５からＰ２１説明）
農地区分については都市計画用途区域内「第１種住居専用地域」
内の農地であることから第３種要件の農地であると判断されます 。
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なお、地元委員の守口委員からも手前の宅地と一緒にして使うと
いうで、隣地承諾もありますし、排水についても、公共下水道で処
理するということですので、問題ないと思われます。との連絡を受
けています。よろしくご審議願います。
事務局より説明がありました。
ただ今より質疑を受けたいと思います。発言のある方は挙手お願
いします。
（質疑なし）
ございませんようでしたら、議案第２号－２については承認する
ことにご異議はござませんか。
（異議なし）
それでは、議案第２号－２に関しては承認することと決します。
これにより「議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可
申請について」は２箇所とも承認することとします。続きまして、
「議案第３号 農業委員会委員選挙人名簿登載申請書の承認につ
いて」を上程いたします。事務局より説明をお願いします。
Ｐ２２議案朗読。議案中の施行令第３条第２項の内容ですが、簡
単に説明しますと、選挙権を有する者は毎年１月１日現在により１
月１０日までに名簿登録申請書を農業委員会へ提出し、農業委員会
は１月３１日までに、内容について意見を附して選挙管理委員会へ
送付することとなっています。ちなみに選挙管理委員会はそれを受
け２月２０日までに名簿を調整することとなっています。そのた
め、毎年この１月の総会にて皆様に登録申請内容のご確認をお願い
している次第です。
次に名簿登録の要件ですが、次の３要件を満たす方が登録されま
す。
１．農業委員会の区域内に住所を有する者
２．年齢がＨ２７．３．３１で満２０歳に達する者
（Ｈ７．４．１までに生まれた者）
３．１０ａ以上の農地につき耕作の業務を営む者、又はその耕作
の業務を営む者の同居の親族又はその配偶者で１年間の耕作従
事日数が概ね６０日以上の人となっています。
今から各地区の委員さんへご担当の 各地区の名簿の内容を確認い
ただきたいのですが、事務局としては「農地の面積」、「耕作の業
務を営む者」の判断は耕作台帳上の耕作面積及び 耕作名義人と判断
しています。
また、「同居の親族又はその配偶者」の判断は 客観的判断を行う
ため町の住民基本台帳に沿って同一世帯であるかをチェックしてい
ます。法上には住民基本台帳との整合させる必要はうたわれていま
せんが、登録申請の中には全く別の住居世帯者であっても親子の場
合等は同居者として掲載している案件が数多くあります。今回チェ
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ックを行い欠格と判定したのは、その世帯の方が自ら生計が異なる
と住民課へ意志表示をして届け出て、住民票が分かれている訳でも
あります。そういったことから事務局としては、全域で統一した客
観的な判断で事前チェックを行うため、住民基本台帳を確認し提案
しています。それと、明らかに過去１年以上施設等へ入院・入所し
ていると判断される方は６０日の耕作従事要件 を満たしていないと
の意見を附しています。各委員の手元の名簿について、明らかにそ
の様な方がいる場合は、農業委員会として意見を附す訳ですから、
この場にてご指摘をお願いします。以上です。
事務局より説明がありました。
選挙人名簿登載申請書について地元委員さんのお手元にあります
ので、見ていただきたいと思います。それでは今から確認を行って
いただきたいと思います。よろしくお願いします。
本人が申請している耕作面積と委員会認定面積が違っているが？
自己所有面積を書かれている方もおられますが、 委員会のチェッ
ク面積は耕作台帳面積となっています。
申請者で亡くなっている方がおられるが？
耕作名義人の変更が出されているので、変更して提出します。
（担当地区確認）
それでは、色々貴重なご意見をいただいたようではありますが、
この名簿の件につきまして同居の判断基準まで含め承認することに
ご異議ございませんか。
（異議なし）
では、議案第３号に関しましては承認することと決します。
次に報告事項があります。
まず「農地法第１８条第６項の規定による通知について」であり
ます。事務局より説明をお願いいたします。
２３ページをご覧ください。「農地法第１８条第６項の規定によ
る通知について」です。利用権の合意解約となります。今回２件あ
ります。
先ずＦさんとＭ．Ｋさんとの３年間の利用権ですが、借手の都合
による合意解約です。
次にＦさんとＭ．Ｋさんとの３年間の利用権ですが、これも借手
の都合による合意解約です。
両件につきましては、麦の作付け関係によるものです。
事務局からの報告ありましたが、委員の皆さん何か質問等はござ
いませんか。
（質疑なし）
本日の議事はすべ て終了しま したが、そ の他として情報交 換 と
なっていますがなにかありませんか？
（各地区内での情報交換）
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その他特になければ次回の総会の日程ですが、事務局よりお願い
いたします。
予定どおり、２月１０日（火）１０：００からこの場所での開催
を提案しますがどうでしょうか。
（異議なし）
それでは、これをもちまして平成２７年第１回（１月）総会を閉
会いたします。皆様、お疲れ様でした。
１０時４２分 閉会

