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平成２８年１１月 宗像市農業委員会 定例委員総会 

召集年月日 平成２８年１１月７日 

召集の場所 宗像市役所北館 第２０２会議室 

会議の日時

及び宣告 

開会 平成２８年１１月 ７日 １５時００分 会

長 

山口 義嗣 

閉会 平成２８年１１月 ７日 １５時４３分 

休憩  なし 

応（不応）召集委員及び出席並びに欠席委員  出席２１人  欠席３人 

議席番号 氏    名 出 欠 議席番号  氏    名 出 欠 

１ 山口 義嗣 出 １３   樋口 芳明 出 

２ 山下 敦 出 １４   石松 健一郎 出 

３   岩佐 洋一 出 １５   藤岡 勝利 出 

４   吉田 晉一 出 １６    力丸 剛 出 

５   枽野 通孝 出 １７   伊規須 正和 欠 

６ 花田 敏彦 出 １８   福崎 隆裕 出 

７   花田 安輝 欠 １９   真鍋 信博 出 

８   吉武 順子 出 ２０   釜瀬 博志 出 

９   薄  幸一 出 ２１   的場 英敏 出 

１０   伊豆丸 重信 出 ２２   山本 盛孝 出 

１１   梶原 富子 欠 ２３   山下 重實 出 

１２   中村 善則 出 ２４   河野 隆和 出 

      

途中入場・退場 

委員及び時間 

入場   な し 

退場   な し 

議事録署名人 ４番  吉田 晉一 委員 ７番 桒野 通孝 委員        
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平成２８年１１月定例委員総会会議結果 

 

第１号議案  農地法第３条の規定による許可申請について 

受付ＮＯ１         承 認 

受付ＮＯ２         承 認 

受付ＮＯ３         承 認 

受付ＮＯ４         承 認 

受付ＮＯ５         承 認 

 

第２号議案  農用地利用集積計画（所有権移転）について 

受付ＮＯ１         承 認 

受付ＮＯ２         承 認 

 

第３号議案  農用地利用集積計画（利用権移転）について 

 

         承 認 

 

 

報告事項 

第 1 号 農地法第５条の規定による農地転用届出について 
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11 月宗像市農業委員会定例委員総会議事録 

                   

○山口議長 

平成２８年１１月の定例農業委員会総会をただいまより開会いたします。 

ただいまの出席委員は２１名です。 

よって、平成２８年１１月定例農業委員会総会は成立いたしました。直ちに

総会を開会いたします。 

本日の議事は、お手元に配布しているとおりでございます。なお、総会中に

発言をされる委員は挙手をし、議長の指名を受けたのち、発言してください。 

会議中につきましては、私語をされないように皆様のご協力をお願いいたし

ます。 

 

○ 山口議長 

次に議事録署名人を宗像市農業委員会会議規則第１４条第２項により議長の

指名となっていますので４番吉田委員 ５番桒野委員を指名いたします。 

 

○山口議長 

それでは第１号議案 「農地法第３条の規定による許可申請について」を議

題といたします。５件の案件が申請されています。受付ＮＯ１について審議を

行います。では、事務局から説明を受けたいと思います。 

 

○事務局 

受付ＮＯ１について説明します。申請土地は宗像市○○字○○○番○、○○

○番○、○○○番、地目は３筆とも田、○○○○㎡、譲受人は宗像市○○○○

○○番地、○○ ○○氏。 

耕作面積は自作地○○○○㎡、借入地○○○○○㎡ 合計の○○○○○㎡ 

譲渡人は、宗像市○○○○○○番地、○○ ○○氏。 

譲受地につきましては稲作の作付けです。 

契約の種類は贈与です。 

また、農地法第３条第２項各号には該当しておらず、許可要件のすべてを満

たしていると考えます。 

 

○山口議長 

事務局から受付ＮＯ１の説明がありました。次に担当地区委員 ９番薄委員

から説明を受けたいと思います。 
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○９番薄委員 

「譲受人、譲渡人について説明致します」 

 

譲受人は○○ ○○さんで申請地を耕作されており、譲渡人の○○ ○○さ

んには二人の息子さんがいますが、二人とも農業を継がないということで、将

来的に農地があれることを心配して、今回○○氏が贈与を受けるということで

協議が整いました。 

以上です。 

 

○山口議長 

ただいま受付ＮＯ１の譲受人、譲渡人について担当地区委員９番薄委員から

説明がありました。先の事務局の説明と合わせて、ご質問、ご意見はございま

せんか。 

 

  

○山口議長 

ご質問、ご意見はないようでございますので、採決を行います。第１号議案、

受付ＮＯ１について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

 

「全員賛成です」   

 

よって 受付ＮＯ１については、許可することに決定いたします。 

 

○山口議長 

それでは受付ＮＯ２について審議を行います。事務局から説明を受けたいと

思います。 

 

○事務局 

受付ＮＯ２について説明します。 

申請土地は宗像市○○字○○○○○番地、地目は畑、○○○㎡。 

譲受人は宗像市○○○○番地、○○ ○○氏。耕作面積は自作地○○○○○

㎡、借入地なし。 譲渡人は○○市○○○○○○番地、○○○ ○○氏。 

譲受地につきましては野菜の作付けです。 

契約の種類は交換です。 

また、農地法第３条第２項各号には該当しておらず、許可要件のすべてを満

たしていると考えます。 
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○山口議長 

事務局から受付ＮＯ２の説明がありました。次に担当地区委員 １２番中村

委員から説明を受けたいと思います。 

 

○１２番中村委員 

「譲受人、譲渡人について説明致します」 

 

 この件につきましては、数年前にマサ土を採取されておりましたが、事業

が完了したのちに境界をおかしているとわかり今回双方で合意ができたので、

等価交換をされて、○○○さんはみかんを植えられるそうで、○○さんは野菜

栽培をされるそうです。 

以上、審議よろしくお願いします。 

 

○山口議長 

ただいま受付ＮＯ２の譲受人、譲渡人について担当地区委員１２番中村委員

から説明がありました。先の事務局の説明と合わせて、ご質問、ご意見はござ

いませんか。 

 

「質問、意見なしの声」あり 

 

○山口議長 

ご質問、ご意見はないようでございますので、採決を行います。第１号議案、

受付ＮＯ２について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

 

「全員賛成です」 

   

よって 受付ＮＯ２については、許可することに決定いたします。 

 

○山口議長 

それでは受付ＮＯ３について審議を行います。事務局から説明を受けたいと

思います。 

 

○事務局 

受付ＮＯ３について説明します。 

申請土地は宗像市○○字○○○○○○番地、地目は畑、○○○○㎡。 
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譲受人は○○市○○○○○○番地、○○○ ○○氏。 

耕作面積は自作地○○○○○㎡、借入地○○○○○○㎡、計○○○○○○㎡、

貸付地は○○○○㎡ 

譲渡人は宗像市○○○○○番地、○○ ○○氏。 

譲受地につきましてはみかんの作付けです。 

契約の種類は交換です。 

また、農地法第３条第２項各号には該当しておらず、許可要件のすべてを満

たしていると考えます。 

 

○山口議長 

事務局から受付ＮＯ３の説明がありました。 

前回の受付ＮＯ２と同じ案件ですので、担当地区委員の説明を省略いたしま

す。 

 

○山口議長 

ただいま受付ＮＯ３の譲受人、譲渡人について事務局の説明と合わせて、ご

質問、ご意見はございませんか。 

 ４番吉田委員。 

 

○４番吉田委員 

 ここは、もともと農地だったんですか？ 

 

○１２番中村委員 

 高低差はありましたが、農地でみかん園でした。  

 

○山口議長 

他にご質問はございませんか 

ご質問、ご意見はないようでございますので、採決を行います。第１号議案、

受付ＮＯ３について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

 

「全員賛成です」 

よって 受付ＮＯ３については、許可することに決定いたします。 

 

○山口議長 

それでは受付ＮＯ４について審議を行います。事務局から説明を受けたいと

思います。 
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○事務局 

受付ＮＯ４について説明します。 

申請土地は宗像市○○字○○○○○○番○、○○○○番○、字木○○○○○

番○、○○○○番○、字○○○○○○番、字○○○○○○番、地目は田で○○

○○○㎡と地目 畑が○○㎡、合計○○○○○㎡。 

譲受人は宗像市○○○○○○番地、○○ ○○○氏。 

耕作面積は自作地○○○○○㎡、借入地なし。 

譲渡人は宗像市名○○○○○○番地、○○ ○氏。 

譲受地につきましては水稲、野菜、柿等の作付けです。 

契約の種類は贈与です。 

また、農地法第３条第２項各号には該当しておらず、許可要件のすべてを満

たしていると考えます。 

 

○山口議長 

事務局から受付ＮＯ４の説明がありました。次に担当地区委員１０番伊豆丸

委員から説明を受けたいと思います。 

 

○１０番伊豆丸委員 

「譲受人、譲渡人について説明致します」 

 

 譲受人の○○○○○さんは譲渡人の○○○さんと親子で○○○○○さんは

○○○○○㎡の農地で水稲、野菜の作付けをされております。 

 申請地も水稲、野菜、柿等の作付けを計画されております。 

 父親の○さんは農地をすべて贈与し経営をまかせたいと思っておられ今回

の申請になりました。 

また、地元の水利委員の承諾も得ており申請は問題ないと判断いたしてお

ります。 

 

○山口議長 

ただいま受付ＮＯ４の譲受人、譲渡人について担当地区委員１０番伊豆丸委

員から説明がありました。先の事務局の説明と合わせて、ご質問、ご意見はご

ざいませんか。 

 

○山口議長 

ご質問、ご意見はないようでございますので、採決を行います。第１号議案、
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受付ＮＯ４について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

 

「全員賛成です」 

   

よって 受付ＮＯ４については、許可することに決定いたします。 

 

○山口議長 

それでは受付ＮＯ５について審議を行います。事務局から説明を受けたいと

思います。 

 

○事務局 

受付ＮＯ５について説明します。 

申請土地は宗像市○○字○○○○○番○○、○○番○○、地目は田、○○㎡。 

譲受人は宗像市東郷１丁目１番１号、宗像市長 谷井 博美氏。 

耕作面積は自作地、借入地とも無し。 

譲渡人は宗像市○○○○○番地、○○ ○○さん。 

同じく宗像市○○○○番地○ ○○ ○○氏。 

申請地につきましては下水道の地下埋設です。 

契約の種類は賃借権（地上権）です。 

また、農地法第３条第２項各号には該当しておらず、許可要件のすべてを満

たしていると考えます。 

 

○山口議長 

事務局から受付ＮＯ５の説明がありました。次に担当地区委員１８番福崎委

員から説明を受けたいと思います。 

 

○１８番福崎委員 

「譲受人、譲渡人について説明致します」 

 

今回の案件は宗像市の下水道課の雨水幹線の計画で一部農地の地下に埋設す

るということで、地上権を設定するための申請です。 

現在の暗渠の雨水管は老朽化が進み一部陥没もあることから今回前回の管よ

りも大きな管を埋設して浸水対策の工事を計画です。 

 

○山口議長 

ただいま受付ＮＯ５の譲受人、譲渡人について担当地区委員１８番福崎委員
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から説明がありました。先の事務局の説明と合わせて、ご質問、ご意見はござ

いませんか。 

 

「質問、意見なしの声」あり 

 

○山口議長 

ご質問、ご意見はないようでございますので、採決を行います。第１号議案、

受付ＮＯ５について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

 

「全員賛成です」 

   

よって 受付ＮＯ５については、許可することに決定いたします。 

 

○ 山口議長 

次に、第２号議案、「農用地利用集積計画について」を議題にします。案件は

２件です。受付ＮＯ１について事務局から説明を受けたいと思います。 

 

○事務局 

議長へ相談がございます。受付ＮＯ１、２につきましては申請地等隣接して

おり同時説明を行いたいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

○山口議長 

ただ今事務局より相談がありましたこの内容でよろしいでしょうか 

 

「全員同意」 

 

○山口議長 

事務局説明をお願いします。 

 

○事務局 

 

ＮＯ１、申請土地は宗像市○○字○○○○○○○番○、○○○○番○、○○○

○番○ 地目は田､面積○○○○㎡。譲受人は○○市○○○○○○番地、○○○

○氏、土地の区分は農用地で理由は経営規模拡大、契約は売買です。 

譲渡人は福岡市中央区天神４丁目１０番１２号、福岡県農業振興推進機構で理

由は特例事業（農地売買等事業）です。 
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受付ＮＯ２、について説明いたします。 

申請土地は宗像市野坂字堂ノ鼻２４０５番、地目は田、面積は３０４５㎡で譲

受人は○○市○○○○○○番地、○○ ○○氏、土地の区分は農用地で理由は

経営規模拡大、契約は売買です。 

譲渡人は福岡市中央区天神４丁目１０番１２号、福岡県農業振興推進機構で理

由は特例事業（農地売買等事業）です。 

 

○山口議長 

ただいま受付ＮＯ１、２について事務局から説明がありました。ご質問、ご

意見はございませんか 

 

「質問、意見なしの声」あり 

 

○山口議長 

ご質問、ご意見はないようでございますので、採決を行います。第２号議案、

受付ＮＯ１、２について、所有権移転することを承認に賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

 

「全員賛成です」 

   

よって 受付ＮＯ１、ＮＯ２については、所有権移転を承認することに決定い

たします。 

 

○ 山口議長 

つづきまして、第３号議案「平成２８年度利用集積計画について」を議題と

致します。この件につきまして事務局から説明を受けたいと思います。 

 

○事務局 

 平成２８年度農用地利用集積計画について 

 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画書で契約開始日平成２８

年１１月１０日、面積４９５０７㎡、筆数３０筆、借り手８人、貸し手１４人

です。 

詳細については、次の１３、１４ページをごらんください。 

 

○山口議長 
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ただいま事務局から第３号議案平成２８年度利用集積計画についての説明が

ありました。説明についてご質問、ご意見はございませんか。 

 

○山口議長 

ご質問、ご意見がないようでございますので、採決を取ります。第３号議案

平成２８年度利用集積計画について承認することに、賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

 

「全員賛成です」  

 

よって、第３号議案平成２８年度利用集積計画については承認することに決

定いたします。 

 

○山口議長 

 

それでは、報告事項第１号の審議を行います。報告事項第１号には、「農地法

第５条第１項第６号の規定による農地転用届出について」６件の届出が提出さ

れています。宗像市農業委員会事務局処務規程第６条第３号の規程により、事

務局長が専決処分を行っていますが、農林事務次官通達により、直近の総会に

報告することになっております。 

この件につきまして事務局から報告を受けたいと思います 

 

○ 事務局 

受付ＮＯ１について、申請土地は宗像市○○○○丁目○○○番○、○○○番

○、地目は田、面積○○○○㎡。譲受人は○○郡○○町○○○○番○○号、 

○○ ○○氏、理由は長屋建築。土地の区分は市街化、契約の種類は売買で

す。 

譲渡人 ○○市○○○○丁目○番○○号 石松 隆通氏。 

  

○山口議長 

ただいま、事務局から報告事項第２号の受付ＮＯ１の説明がありました。 

この件につきましては報告ですが何か質問等はありませんか。 

 ないようですので、次に受付ＮＯ２についての報告をお願いします。 

 

○ 事務局 

受付ＮＯ２について、申請土地は宗像市○○○○○番○、○○番○○、地目
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は畑、面積○○○㎡、譲受人は○○市○○○○○丁目○番○ ○ ○○氏、理

由は共同住宅建築。土地の区分は市街化、契約の種類は売買です。 

譲渡人 ○○市○○○丁目○番○号、○○ ○○さん。 

 

○山口議長 

ただいま、事務局から報告事項第２号の受付ＮＯ２の説明がありました。 

この件につきましては報告ですが何か質問等はありませんか。 

 ないようですので、次に受付ＮＯ３についての報告をお願いします。 

○ 事務局 

受付ＮＯ３について、申請土地は宗像市○○○番○、○番○、地目は畑、面

積○○○○㎡、譲受人は○○市○区○○○丁目○○番○○号、○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○氏、理由は工事用仮事務所、駐車場。土地の区

分は市街化、契約の種類は賃貸借です。 

譲渡人 ○○市○○○丁目○番○○号 ○○ ○○さん、○○ ○○氏。 

 

○山口議長 

ただいま、事務局から報告事項第２号の受付ＮＯ３の説明がありました。 

この件につきましては報告ですが何か質問等はありませんか。 

ないようですので、次に受付ＮＯ４についての報告をお願いします。 

 

○ 事務局 

受付ＮＯ４について、申請土地は宗像市○○○丁目○○○番○、地目は畑、

面積○○○㎡、譲受人は○○市○○○○丁目○番地の○○、○○ ○○、理由

は駐車場。土地の区分は市街化、契約の種類は売買です。 

譲渡人 ○○県○○市○○○○○町○番○○―○○号 ○○ ○○○さん。 

 

○山口議長 

ただいま、事務局から報告事項第２号の受付ＮＯ４の説明がありました。 

この件につきましては報告ですが何か質問等はありませんか。 

ないようですので、次に受付ＮＯ５についての報告をお願いします。 

 

○ 事務局 

受付ＮＯ５について、申請土地は宗像市○○○丁目○○○番○、地目は田、

面積○○○㎡、譲受人は○○○市○○○区○○○丁目○○番○○号、○○○○

○○○○○○○○○○○○○○氏、理由は集合住宅建築。土地の区分は市街化、

契約の種類は売買です。 
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譲渡人 宗像市○○○丁目○○番○○号 ○○ ○○さん。 

 

○山口議長 

ただいま、事務局から報告事項第２号の受付ＮＯ５の説明がありました。 

この件につきまして何か質問等はありませんか。 

 

ないようですので、次に受付ＮＯ６についての報告をお願いします。 

○ 事務局 

受付ＮＯ６について、申請土地は宗像市○○○丁目○○○番○、○○○番○、 

○○○番○、○○○番○、地目は田、面積○○○○㎡、譲受人は○○○市○

○○区○○○丁目○番○号、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○氏、

理由は駐車場新設。土地の区分は市街化、契約の種類は売買です。 

譲渡人 宗像市○○○丁目○番○○号 ○○ ○○○さん。 

 

○山口議長 

ただいま、事務局から報告事項第２号の受付ＮＯ６の説明がありました。 

この件につきましては報告ですが何か質問等はありませんか。 

 

お諮りいたします。本委員総会中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂

正は、議長に委任いただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

「異議なしの声」 

 

○ 山口議長 

ご異議なしと認めます。よって字句、数字等の整理、訂正は、議長に委任す

ることに決定いたしました。 

以上で、本委員総会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。 

よって、平成２８年１１月定例委員総会は閉会いたします。 

 


