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平成２８年１０月 宗像市農業委員会 定例委員総会 

召集年月日 平成２８年１０月５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１０月 ５日 １５時００分 会

長 

山口 義嗣 

閉会 平成２８年１０月 ５日 １５時４５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２０人  欠席４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 欠 

４   吉田 晉一 出 １６    力丸 剛 欠 

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 出 １９   真鍋 信博 欠 

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 出 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 ２番  山下 敦委員 ３番 岩佐 洋一委員        
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平成２８年１０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 

 

第２号議案  農地法第４条の規定による許可申請について   

受付ＮＯ１         承 認 

 

第３号議案  農地法第５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 

 

第４号議案  農用地利用集積計画について 

受付ＮＯ１         承 認 

 

報告事項 

第 1号 農地法第４条の規定による農地転用届出について 

第２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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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１０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２０名です。 

よって、平成２８年１０月定例農業委員会総会は成立いたしました。 

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、起立して発言してく

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項によりまして

議長の指名となっていますので、２番山下 敦委員、３番岩佐 洋一委員を指

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。２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

３、地目は畑、○○○㎡。譲受人は○○市○○○○○○番地、○○ ○氏。 

耕作面積は自作地なし、借入地は田○○○○㎡、畑○○○○㎡ 計○○○○

㎡です。譲渡人 ○○市○区○○○○○丁目○番○の○○○号 ○○ ○氏 

○○県○○市○○区○○○○○○○番地の○○、○○ ○○さん。 

持分はそれぞれ２分の１づつです。 

譲受地につきましては野菜の作付けです。契約の種類は売買です。 

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１０番伊豆丸

委員から説明を受けたいと思います。 
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○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６００９㎡耕作されており、譲受地でも野菜の栽培

を計画されております。 

 譲渡人の○○さんも○○さんも宗像市には住まれておらず、農業も営まれて

おりませんし、今後も農業される予定もありません。 

 また、地元水利委員の同意も得ており、今回の３条申請は妥当と判断いたし

ております。 

 

○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、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、地目は田、○○○○㎡。譲受人

は○○市○○○○○○番地、○○ ○氏。耕作面積は自作地○○○○㎡、借入

地○○○㎡、計○○○○㎡ 譲渡人は○○市○○○○○○番地、○○ ○○さ

ん。譲受地での作付けは米です。 

契約の種類は売買です。 
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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ＮＯ２の説明がありました。次に担当地区委員 ２番山下委

員から説明を受けたいと思います。 

 

○２番山下委員 

「譲受人、譲渡人について説明致します」 

 譲渡人の○○ ○○さんは高齢で耕作することが出来ません、今までは息子

さんと耕作されておりましたが、息子さんが体を壊されて将来にわたって耕作

ができる状況ではありません。 

 それで、地元の○○さんが譲受人となり耕作したいと言うことで今回の申請

となりました。 

  

○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２番山下委員か

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 

それでは次に、第２号議案「農地法第４条の規定による許可申請について」

を議題と致します。第２号議案には１件の案件が申請されています。受付ＮＯ

１について事務局から説明を受けたいと思います。 

 

○事務局 
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受付ＮＯ１について説明します。 

申請土地は宗像市○○○○○番○、地目は田、○○○○㎡。 

申請人は○○市○○○丁目○番○○号、○○ ○氏。 

転用理由はフットサル場及び駐車場です。 

土地の区分は農用地外です。 

 

○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 １４番石松

委員から説明を受けたいと思います。 

 

○１４番石松委員 

 

申請人と目的について説明いたします。 

 申請人は○○市○○○丁目○番○○号 ○○ ○氏 農業を営んでいます。 

転用目的はフットサル場と駐車場。  

申請地の状況の道路とほぼ同じ高さの水田です。 

周囲の状況は JR赤間から直線で４００ｍの市街化区域に挟まれた農地です。 

 東側は畑と住居、西側は５ｍほどの都市下水路と病院です。 

 北側と南側については田です。  

 申請地内を整地します。 

 この時に既存道路側溝へ雨水排水が流れるよう整備。 

 給水はありません。  

 汚水・雑排水は発生しません。  

 被害防除として４段から７段のブロック積をし、土留め工事を行う。 

また、侵入防止のため周囲をネットフェンスで囲います 

地元水利委員の同意も得ており申請は妥当と思われます。 

 

○ 山口議長 

つづきまして、現地調査班 A班の班長６番花田委員から現地確認の報告を受

けたいと思います。 

６番花田委員。 

 

○ ６番花田委員 

 

今、石松委員から説明のありましたフットサル場のコートを作るというこ

とで、これは営利目的ではなく子どもの居場所づくり、大人についてもコミ
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ュニティの場として活用できるように計画されております。 

 それから、他の農地との関係でございますが、水利の問題もないと判断し

ましたし、擁壁とネットフェンスも設置されますので、問題はないと思いま

す。 

 以上です。 

  

○山口議長 

ただいま受付ＮＯ１の申請人について担当地区委員１４番石松委員と現地調

査班 A 班の班長６番花田委員から現地調査の報告説明がありました。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２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 

それでは次に、第３号議案「農用地法第５条の規定よる許可申請について」

第３号議案には２件の案件が申請されています。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 

受付ＮＯ１の申請土地は宗像市○○字○○○○○○番○、○○番○、○○番

○、○○番○、○○番、地目はすべて畑、合計面積○○○○㎡。譲受人は、○

○市○○区○○○○○丁目○○番○○号、○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○氏 理由は太陽光発電設備設置。 

譲渡人は○○市○○○○○番地、○○ ○○氏。土地の区分は農用地外、契

約の種類は地上権設定です 

 

○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１１番梶原委
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員から説明を受けたいと思います。 

 

○１４番梶原委員 

 

申請人と目的について説明いたします。 

目的は申請地のみかん畑９７３２㎡と山林５４３２㎡で１５１６４㎡を転用

して太陽光を設置する計画です。 

譲渡人は地元で農業を営んでおりましたが、高齢なことや体調の悪化により、

みかん畑は管理されていません。 

また、申請地道路を挟んだ丘陵地で周辺農地への影響は少ないと思われます。 

次に譲受人の共生興発株式会社は本店を福岡市内に置き実績とし２７年度に

佐賀など３ヶ所、２６年度に福岡など６ヶ所の実績があります。 

周囲には１．５ｍのフェンスで囲い安全確保を行い、雨水排水は側溝を設置

する。 

地元の水利の承諾も得ており今回の転用は問題ないと判断いたしております

ので審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○ 山口議長 

つづきまして、現地調査班 A 班の班長６番花田委員から現地確認の報告を受

けたいと思います。 

６番花田委員。 

 

○ ６番花田委員 

譲受人の○○○○○○は広範囲に太陽光発電事業をされており、実績のある

会社だそうです。 

 溜桝や水路を設置するなど近隣の農地への配慮も考えておられ問題ないと考

えております。 

 

○ 山口議長 

Ａ班他に補足説明はございませんか 

  

ただいま、事務局から第２号議案 受付ＮＯ１について説明と地区担当委員

１１番梶原委員と現地調査班 A班班長６番花田委員から説明がありました。 

説明にたいしてご質問、ご意見はございませんか。 

 

○４番吉田委員 
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 地元は同意はしているとは思いますが、一町五反ばかり開発するということ

ですよね、私どもも経験があるのですが相当雨水が大量に流れ込んでくる訳で

すが、水路や農地に影響がでることが考えられます。 

 私の地元でも太陽光発電が設置されておりますが、設置業者が面倒見がよく

ないので、今回の設置についても地元と十分協議されて協定書を結ぶなどの指

導をした方がいいんじゃないでしょうか 

 

○ 事務局 

水利関係承諾書を取っておりまして、その中に無条件承諾と条件付き承諾の

二つありまして、今回の件につきましては王丸区と誓約書を締結するという

ことで条件付き承諾ということです。 

以上です。 

  

○４番吉田委員 

 太陽光発電は開発にかからないと言うことで遊水池が極端に小さいので、

雨が降ると土砂が下流に流れてくるので迷惑がかかるので十分に勘案して

いただきたいと思います。 

 

○ 山口議長 

他にご質問、ご意見はございませんか 

他にご質問、ご意見はないようでございますので、第３号議案受付ＮＯ１

の採決を行います。許可することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

 

「全員賛成であります」 

 

よって、第３号議案、受付ＮＯ１について地上権を設定することを許可する

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。 

申請土地は、７月５日の農業委員会において許可した案件でありますが許可

後に本人から転用面積の縮小に伴う取下げ申請が提出されましたので、県が取

下げをみとめております。 

今回、再度必要面積の８６㎡(前回は１３９㎡)の許可申請がだされております

ので、事前に報告いたします。 

なお、前回の許可から２ヶ月程度なので、今回は現地確認を実施いたしてお 
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りませんし、地元担当委員の説明もかつあいさせていただきますがよろしいで

しょうか。 

 

      「異議なしの声あり」 

 

○山口議長 

では、そのように進めたいと思います。 

 

つづいて、事務局から説明を受けたいと思います。 

 

○ 事務局 

 

申請地は宗像市○○○字○○○○○○番○、地目は畑、面積○○㎡、譲受人

は、○○市○○○○丁目○○番○○号、○○ ○○氏、理由は分家住宅。 

譲渡人は○○市○○○○○○○番○、○○ ○○さん。土地の区分は農用地

外、契約の種類は使用貸借です 

 

○ 山口議長 

ただいま、事務局から第２号議案 受付ＮＯ２について説明がありました。

説明にたいしてご質問、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、第２号議案受付ＮＯ２の採決

を行います。許可することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

 

「全員賛成であります」 

 

よって、第２号議案、受付ＮＯ２について使用貸借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４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 
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第３号議案について説明いたします。平成２８年度利用集積計画については

市長が農業委員会の意見を聞いて決定しなければならないとなっています。契

約開始日が平成２８年１０月１０日分です。 

面積１８３９㎡、筆数１筆、借り手１人、貸し手１人となっています。個別資

料につきましては後に資料として載せていますので確認いただければと思いま

す。 

 

○山口議長 

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。 

 

「質問、意見無しの声」あり 

 

○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４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４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 

それでは次に、報告事項の審議を行います。報告事項は５件であります。 

報告事項第１号は、「農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出に

ついて」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○○字○○○○○番、地目は畑、面

積○○○㎡。申請人は宗像市○○○○○番○、○○ ○○氏、理由は農機具用

駐車場です。 
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○山口議長 

ただいま、事務局から報告事項第１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。 

 

「なしの声」 

 

○山口議長 

 つづきまして、報告事項第２号「農地法第５条第１項第６号の規定による農

地転用の届出について」のＮＯ１について事務局説明をお願いします。 

 

○ 事務局 

 受付ＮＯ１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○○、○○ ○氏、理

由は住宅敷地の増地です 

  譲渡人は○○市○○○○○○○番地、○○ ○○さん 土地の区分は市街

化で、契約の種類は売買です。  

 

○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。 

 

「なしの声」 

 

○山口議長 

 では、報告事項第２号のＮＯ２について事務局説明をお願いします。 

 

○ 事務局 

 受付ＮＯ２について、申請土地は宗像市○○○○丁目○○番○○、地目は

畑、面積○○○㎡。譲受人は○○県○○○市○○○○○○、○○ ○○氏。

○○市○○区○○○丁目○番○○―○○○号、○○ ○○○さん、理由は戸

別住宅建築です 

  譲渡人は○○市○○○○○○○番地、○○ ○○さん 土地の区分は市街

化で、契約の種類は売買です。   

 

○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。 
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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。 

 

「なしの声」 

 

○山口議長 

 では、報告事項第２号のＮＯ３について事務局説明をお願いします。 

 

○ 事務局 

 受付ＮＯ３について、申請土地は○○市○○○○丁目○○番○○、地目は

畑、面積○○○㎡。譲受人は○○市○○○丁目○番○―○○○号、○ ○○

さん、理由は戸別住宅建築です 

  譲渡人は○○市○○○丁目○番○○号、○○ ○○さん 土地の区分は市

街化で、契約の種類は売買です。   

 

○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。 

 

「なしの声」 

 

○山口議長 

 では、報告事項第２号のＮＯ４について事務局説明をお願いします。 

 

○ 事務局 

 受付ＮＯ４について、申請土地は宗像市○○字○○○○○○番○、地目は

畑、面積○○㎡。譲受人は○○市○○○○○番○、○○ ○○さん、理由は

戸建住宅建築です 

  譲渡人は○○市○○○○○番○、○○ ○○○さん 土地の区分は市街化

で、契約の種類は使用貸借です。   

 

○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。 

 

「なしの声」 
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○山口議長 

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１０月定例委員総会は閉会いたします。 

 

 

 

 

 


