平成２７年第１１回（１１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
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委員の皆さんおはようございます。
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１１回１１月総会を開催いた
します。
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。
委員の皆さん、お忙しい中ご出席いただきまして、有難うござい
ます。季節はずれの暖かさとなっていますが皆さん健康に気をつけ
て下さい。
それでは、ただいまから平成２７年第１１回１１月の総会を開催
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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
人には井上委員、樋口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１９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」を上程いたします。今回は４
件の申請がありますが、２番の案件につきましては最後に審議いた
したいと思います。それでは事務局より説明をお願いします。
１ページをご覧ください。「議案第１９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Ｈ２８．３．２０までの賃借権設定に伴う一時転用です。
工事完了後は元の農地の状態に戻すようなっています。
申請農地：吉富町大字鈴熊１１９番地１ 田 ４２５㎡
申請農地：吉富町大字鈴熊１２１番地１ 田 ２８０㎡
合計面積７０５㎡です。
譲 渡 人：吉富町大字鈴熊○○○番地
Ｉ．Ｋ
譲 受 人：豊後高田市香々地○○○○番地
㈱○○○ 代表取締役 Ｔ．Ｔ
転用理由：公共下水道事業今吉地区面整備事業に伴う一時転用
（地域住民の仮設駐車場及び工事機械・資材置場）
（その他議案内容朗読及びＰ２からＰ９説明）
農地区分については都市計画用途区域内「 第一種住居地域」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、地元委員の樋口委員さん、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。町の公共事業に伴
う一時転用で、地域住民の仮駐車場として利用するので問題ないと
思われます。
樋口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１９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１９号－１に関しては承認することと決します。
続きまして先ほど申しましたが、議案第１９号－３について事務
局より説明をお願いします。
次に番号３の説明です。再度１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：吉富町大字幸子８８３番地１ 田
３７１㎡
譲 渡 人：吉富町大字幸子○○○番地○
Ｍ．Ｙ
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譲 受 人：豊前市大字赤熊○○○番地○
Ｍ．Ｔ
転用理由：一般住宅(木造平屋建)１棟 建築面積 130.00 ㎡
（議案内容朗読及びＰ２１からＰ２７説明）
この農地は当初から農振に入っていないため、農地区分について
は、住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において、居住する者
の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置される
ものであることから、第１種の例外要件の 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、地元委員の瀬口委員さん、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。 豊前市にいる長男
が今回隣接した農地に家を建てるということで、 この農地の周りは
宅地化されており、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。
瀬口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１９号－３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１９号－３に関しては承認することと決します。
続きまして、議案第１９号－４について事務局より説明をお願いし
ます。
次に番号４の説明です。再度１ページをご覧ください。この案件は、
この農地を夫へ使用貸借権設定に伴う転用です。
申請農地：吉富町大字別府６５４番地１ 田
５８３㎡
譲 渡 人：吉富町大字広津○○○番地○
Ｓ．Ｅ
譲 受 人：吉富町大字広津○○○番地○
Ｓ．Ｙ
転用理由：一般住宅(木造平屋建)１棟 建築面積 112.37 ㎡
（議案内容朗読及びＰ２８からＰ３５説明）
平成２７年２月の農振除外会議で除外申請（宅地転用）がなされ、
平成２７年５月に県よりの許可が下りている案件です。
農地区分については、住宅その他申請に係る土地の周辺の地域に
おいて、居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接
続して設置されるものであることから、第１種の例外要件の 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。 この農地の周りは
宅地化されており、排水についても、合併処理浄化槽で処理すると
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いうことですし、田んぼへの乗入れ口が急なのを改修して進入路を
造るということな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。
北側の進入路ではダメなのか？
この農地はＴ委員が利用権で今まで耕作されていました。
当初の計画では北側に進入路をする計画だったが、その場合家の
建築が難しくなるので南側に変わっています。
ほかに何かありませんか。
（質疑なし）
ございませんようでしたら、議案第１９号－４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１９号－４に関しては承認することと決します。
最後に、議案第１９号－２について今回隣地同意書が貼付されて
いないとのことですが、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１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。なお、今回こ
の案件に関しては一部隣地の同意が取れていません ので、後程その
経緯及び反対者への聞き取りの経緯を貼付していますので、客 観 的
な視点からの審議を願います。
申請農地：吉富町大字鈴熊９１番地１ 田 ４２２㎡
譲 渡 人：吉富町大字広津○○○番地
Ｋ．Ｓ
譲 受 人：吉富町大字広津○○○○番地○
Ｏ．Ｎ
転用理由：一般住宅(木造平屋建)１棟 建築面積 125.26 ㎡
（その他議案内容朗読及びＰ１０からＰ１６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。
今回隣地承諾書が貼付されていない理由書及び事務局で確認した
不同意の経緯を貼付していますので、転用の計画を客観的に勘案し
て、委員の皆様に是非の判断をしていただきたいと思います。よろ
しくご審議願います。（Ｐ１７からＰ２０説明）
それでは、地元委員の高原委員さん、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
今回の申請で、問題点は法面をコンクリート吹付けすることだと
思います。費用の面もありますがそれで強度が保てるのかというこ
とです。それと境界を出すときに隣地の方が立会を出来るのかとい
うことです。
今回のように隣地承諾書が取れないときに、農業委員会としてど
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のように対応するのか委員皆さんの意見を伺いたいです。
建築を実行する段階では境界立会をするのではないか？
今回のように問題のある場合は、説明写真をもっと詳しいものに
しないと解りにくい。
了解しました。
地盤の強度等は大丈夫なのか？
確認はしていませんが、強度が保てるから今回転用申請が出てる
ものと思われます。
建築基準法上問題はないのか？
問題はないと思われます。
法面の勾配は７５度か？ それと地盤高はどれぐらいか？
勾配については図面どおりの７５度位ありそうです。地盤は道路
面より１．８ｍで、田面からは２．０ｍ位の高さです。
境界付近には結構水が溜まっている。
北側の農地には水の落しがありません。周りに水路が無いので次
の田んぼへ引き落としになっているようです。
今回の計画では、上の面の雨水についてはブロック積みにして下
に落ちないようにしています。法面については、今までと変わりな
く下に落ちるようになります。
前面の道路の改良計画があると聞いたが？
産業建設課では、その様な計画は聞いていません。ただし、上下
水道課では下水道の計画があるようです。
理由書と経緯書を見る限り最初の業者の説明が悪かったのではな
いか？
原因として業者の説明が悪かったのと、昔からのいろいろなイキ
サツがあるみたいです。
反対の言い分としては、日照時間が減るのと業者の説明不足でい
いのか？
その通りと思われます。日照時間については、建築業者がシュミ
レーションを行なっていてほとんど影響がないようです。
なお、県は事前に書類と現地確認を行なっています。
県が問題なければこのままでいいのではないか？
今回の案件は、過去のイキサツもあるだろうが最初の業者の説明
が悪かったので反対しているように思われる。業者の尻拭いを農業
委員会がするのか？ 業者が誠意を持って対応していればこのよう
な問題は発生していなかったのではないか？
その通りだと思います。今回隣地承諾書が取れないため理由書と
して提出されたので、反対の経緯を知るためにお伺いして確認を行
ないました。
この業者は、今後も同じようなことをした場合ペナルティ 等は無
いのか？
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ペナルティはありませんが、今後このような事が絶対無いように
強く指導をしていきたいと思っています。
農業委員の連絡表に印鑑をもらいにくる時、書類が揃っていない
のに持ってくることが多い。
業者には、農業委員さんが総会で説明するので書類が全部揃って
から最後に確認印をもらって下さいと指導はしています。
今回隣地承諾書が貼付されていないが、取るのを条件には出来な
いのか？
昔は絶対の条件でしたが、今は違うのでそれは出来ません。
農業委員会が、申請書を受領する基準は何か？
農業委員会としては、書類が全部揃い、地元の農業委員さんの確
認印があれば受領します。確認印があるという事は、農業委員さん
も充分納得し、総会で説明が出来ると判断しています。
今回のように隣地承諾書が無い場合の判断については、地元の農
業委員がするのか？
是非その様にお願いします。業者に誠意努力してもらうよう指導
をしていただきたいと思います。
色々な質疑がありましたが、今回の案件につきましてはどのよう
にいたしましょうか？
継続審議には出来ないのか？
意見書を継続審議として提出することは出来ますが、どのような
理由にしましょうか。
隣地承諾書は絶対条件ではないので、継続審議とする理由が難し
いのではないか。
今回このような問題点があったことを買主は知っているのか？
多分知らないのではないかと思います。
買主が隣地の人とトラブルが無いようにしないといけない。
今回のように隣地承諾書がとれない場合は、今後長い付き合いに
なると思われるので、業者任せでは無く買主も一緒に行くようにし
たらどうか？
貴重なご意見を承りました。それでは、議案第１９号－２につい
ては、案として買主さんに一度行ってもらう様にお願いするという
ことで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１９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１９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４箇所とも承認することとします。
つづいて「議案第２０号 吉富町農用地利用集積計画の承認につ
いて」を上程いたします。事務局より説明をお願いします 。
それでは説明いたします。（Ｐ３６議案朗読）
吉富町農用地利用集積計画ですが、町長が農用地利用集積計画を
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定める場合には、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に
より農業委員会の決定を経るとなっています。別添資料をごらんく
ださい。
今回１１月の利用権設定の件数は、新規は２７件で２６，２３９
㎡、更新は４８件で５４，３０６㎡、合計は７５件で８０，５４５
㎡となっています。今後も、新規の増加が増えてくると予想されま
す。農用地利用集積計画の各筆毎の内容につきましては、一覧表を
添付しておりますのでご覧ください。
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２０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２０号 吉富町農用地利用集積計画の承認につい
て」は承認することと決します。
次に報告事項が２件あります。最初に「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。
４１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。
先ず番号１の案件ですが、ＯさんとＴさんの３年間の利用権で
す。貸手の都合（５条転用申請）による合意解約です。
次に番号２の案件ですが、ＭさんとＳさんの６年間の利用権で
す。貸手の都合（借り手の変更）による合意解約です。
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）
続きまして、報告事項の「農地法第３条の３第１項の規定による
届出書について」であります。今回２件の案件です。事務局より説
明をお願いいたします。
４２ページをご覧ください。「農地法第３条の３第１項の規定に
よる届出書」です。
先ず番号１の説明です。この案件は 相続によって土地を取得した
という案件です。Ｙさんより相続によって農地の所有権を取得した
息子さんの届出の報告です。
次に番号２の説明です。この案件は相続によって土地を取得した
という案件です。Ｗさんより相続によって農地の所有権を取得した
娘さんの届出の報告です。
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。

各委員
是木会長
事務局
各委員
是木会長
事務局
各委員
是木会長

（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？
遊休農地利用意向調査について説明
各担当地区の荒廃農地図面の配布
（各地区内での情報交換）
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、１２月８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１１回（１１月）総会
を閉会いたします。皆様、お疲れ様でした。
１１時４８分 閉会

