
令和２年９月農業委員会議事録

鳥栖市農業委員会事務局



１．開催日時　令和２年９月１８日（金）

　開会　　９時３０分

　閉会　１０時０３分

２．開催場所　鳥栖市役所２階第１会議室

３．出席者の状況

　出席者　１１名

　欠席者　　０名

　傍聴者　　０名

番号 委　員　氏　名 出 欠

1 有　馬　秀　利 出

2 大　石　則　子 出

3 上　種　正　博 出

4 佐　藤　敏　嘉 出

5 田　代　英　毅 出

6 中　島　俊　男 出

7 西　依　　　誠 出

8 久　冨　正ノ介 出

9 松　隈　邦　博 出

10 宮　原　一　美 出

11 脇　　　善　治 出

４．記事日程

　第１　議事録署名委員の氏名

　　３番　上種　正博　委員　　５番　田代　英毅　委員

　第２　会議書記の氏名

　　農業委員会事務局　石松　智美
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　第３　付議案件

　　議案第１号　農地法第５条の規定による許可申請について ２件

　　議案第２号　農用地利用集積計画について ３件

　　報告第１号　農地法第５条の規定による届出について ７件

　　報告第２号　農地法第１８条の規定による通知について １７件

５．農業委員会事務局職員

　倉　地　信　夫  久 保 山　智 博 磯　野　徹　治

６．その他出席

石　松　智　美
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議　長 　皆さん、おはようございます。
　それでは、ただ今より令和２年９月、鳥栖市農業委員会、定例委員会を開催
いたします。
　本日の出席者は １１名、欠席者はございません。
　定足数に達しておりますので、定例会は成立しております。
　また、本日の議事録署名人には、鳥栖市農業委員会会議規則第１８条第２項
の規定により、議席番号３番委員と議席番号５番委員を指名いたします。

　なお、本日の会議書記は事務局の○○氏にお願いします。
　審議に入ります前に、報告があります。
　３０アールを超える農地転用案件については、佐賀県農業会議の常設審議委
員会で意見をあらかじめ聴くことが法律上義務付けらています。
　本日ご審議いただく、議案第１号、番号２の案件につきましては、３０アー
ルを超えていることから、９月１５日（火）、佐賀市の「グランデはがくれ」
で開催されました佐賀県農業会議の常設審議委員会で意見を求めた結果、全会
一致で異議なしと回答されたことをご報告いたします。

　それでは、ただ今から議案審議に入ります。
　初めに、議案第１号を議題といたします。
　農地法第５条の規定による転用許可申請について、２件、６筆でございま
す。
　議案第１号、番号１の案件について、審議いたします。事務局の説明を求め
ます。

事務局 　議案第１号、農地法第５条の規定による農地等の転用許可について、所有権
移転に係るものが１件、３筆、賃借権設定に係るものが１件、３筆の申請がご
ざいましたので、承認を求めます。

　まず、１ページをお願いいたします。
　議案第１号、番号１の案件についての、申請の詳細につきましては、別冊資
料１の農地転用許可申請審査調書をご参照願います。
　審査調書の１ページをお願いします。
　この案件につきまして、申請者は、建設業等をされており、事業拡大に伴い
新たな資材置場が必要となったため、当該申請地を転用申請されたものです。
　農地区分につきましては、第２種農地と判断しております。判断基準につき
ましては、後ほど説明いたします。

　土地の利用及び施設の概要は記載のとおりで、参考事項の排水計画の雨水に
ついては、東側・西側水路に放流される計画です。また、残高証明書が添付さ
れています。

　２ページに位置図、３ページに土地利用計画図を掲載しておりますので、ご
参照願います。
　なお、今回申請された資材置場は、隣接する３４６番地の宅地と一体利用さ
れる計画となっております。
　次に、農地区分及び許可の基準について、説明いたします。

　資料２をお願いします。本日、お配りした資料です。こちらは、全国農業会
議所が発行している農地転用許可制度の手引きを抜粋したものです。
　フロー図の左側の下の方に「１、農地区分」と記入している欄の第２種農地
の部分をご覧ください。

　今回の申請地は、農地区分につきまして、「農業公共投資の対象となってい
ない小集団の生産性の低い農地」に該当することから第２種農地と判断してお
ります。

　「２、許可の基準」といたしましては、矢印の右の方に進んでいただいて、
「周辺の他の土地に立地することが困難な場合」に該当するため、農地転用は
許可し得ると判断いたします。

議　事　録
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　以上、議案第１号、番号１の案件についての説明とさせていただきます。

議　長 　事務局の説明が終わりましたので、質疑を求めます。
　はい、１０番委員どうぞ。

１０委員 　令和２年９月１０日、会長と私と事務局で現地を確認しました。今回の申請
地は、〇〇町の集落内に所在している農地でございます。
　申請地は、宅地及び道路で囲まれております。また、区長、生産組合長及び
水利組合長から、農地転用についての同意も得てあります。
　これらの点から勘案いたしますと、今回の農地転用申請で周囲に影響が出る
ことは考えづらく、農地転用についての問題等は無いと思われます。
　以上、担当委員からの意見といたします。

議　長 　ただ今、１０委員から、調査した結果、転用は適当であるという意見をいた
だきましたが、他にはございませんか。

（「ありません」と呼ぶ声あり）

　無いようですので、質疑を終了いたします。
　これより、採決に入ります。
　議案第１号、番号１の案件について、許可することに、賛成の皆さんの挙手
を求めます。

（挙手多数）

議　長 　賛成多数と認めます。よって、本件については原案のとおり、許可すること
に決定いたしました。
　次に、議案第１号、番号２の案件について、審議いたします。事務局の説明
を求めます。

事務局 　それでは、議案書２ページをお願いいたします。
　議案第１号、番号２の案件につきましては、農地法第５条の規定による賃借
権設定に係る転用許可申請でございます。
　申請の詳細につきましては、別冊資料１の農地転用許可申請審査調書の４
ページをご参照願います。
　この案件につきまして、申請法人は、経営する病院の既存駐車場に新たに病
院を増築することから、隣接する申請地を来院者等の駐車場に転用申請された
ものです。

　農地区分につきましては、第１種農地と判断しております。判断基準につき
ましては、後ほど説明したいたします。
　土地の利用及び施設の概要、資金計画は記載のとおりで、参考事項の排水計
画の雨水については、敷地内に調整池を設け、その調整池に流下後、北側の水
路に放流する計画となっております。

　なお、開発行為許可、道路法第２４条工事施行承認、法定外公共物占用許可
については、申請をされております。
　５ページに位置図、６ページに土地利用計画図を掲載しておりますので、ご
参照願います。
　５ページのとおり、隣接する病院、デイサービスセンター、グループホー
ム、介護老人福祉施設等と一体利用される計画となっております。

　次に、農地区分及び許可の基準について、説明いたします。
　資料２をお願いします。

4 



　フロー図の左側の下の方に「１、農地区分」と記入している欄の第１種農地
の部分をご覧ください。
　申請地は、「農業公共投資の対象農地（これは、特定土地改良事業等の施行
に係る区域内にある農地）」に該当することから、農地区分につきましては、
第１種農地と判断しております。

　次に、「２、許可の基準」といたしましては、第１種農地の右側に記載され
ていますが、第１種農地については原則不許可ですが、例外許可の「既存の施
設の拡張（これは、拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面積の
２分の１を超えないものに限る）」に該当するため、農地転用は許可し得ると
判断いたします。

　以上、議案第１号、番号２の案件についての説明とさせていただきます。

議　長 　事務局の説明が終わりましたので、質疑を求めます。
　はい、９番委員、どうぞ。

９番委員 　令和２年９月１０日、会長と私と事務局で現地を確認しました。今回の申請
地は、○○町に所在している農地でございます。審査調書に記載されてあると
おり、申請地周辺は病院や県道等により、四方が囲まれております。また、区
長、生産組合長、水利組合長も、今回の農地転用について同意されています。
　これらの点から、今回の農地転用申請で周囲に影響が出るとは考えづらく、
農地転用についての問題等は無いと思われます。
　以上、担当委員からの意見とさせていただきます。

議　長 　ただ今、９番委員から、転用は適当であるという意見をいただきましたが、
他にはございませんか。
　はい、１番委員、どうぞ。

１番委員 　図面にあるかもしれませんが、調整池は何ｍ×何ｍですか。教えてくださ
い。

議　長 　事務局、お願いします。

事務局 　縦横が何ｍかは分かりませんが、面積が２５３㎡となっております。

１番委員 　分かりました。

議　長 　縦横の長さは、今持っている資料では分からないということですが、面積は
２５３㎡ということです。１番委員、よろしいでしょうか。

１番委員 　分かりました。
　今後、ますます集中豪雨があろうかと思います。面積が非常に大きいので、
くれぐれも周辺の田畑に水害の影響がないように、地元の区長さんもいらっ
しゃることですし、よろしくお願いいたします。
　私も、近所に住んでおりますので、申請地は何度も見に行きました。ここ
は、草が生えて荒れておりましたので、本来は開発する前でも、ある程度、代
搔きするなり除草剤をまくなりしてほしかったと思うところではございます。
以上です。
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議　長 　ありがとうございます。
　開発の造成工事の時期等は、はっきりしていませんが、できれば、その間も
維持管理、雑草等の除草などはしてくださいということなので、事務局から申
請者にお伝えさせていただきたいと思います。
　他に、ご意見等ございませんか。

（「ありません」と呼ぶ声あり）

　無いようですので、質疑を終了いたします。
　これより、採決に入ります。
　議案第１号、番号２の案件について、許可することに、賛成の皆さんの挙手
を求めます。

（挙手多数）

　賛成多数と認めます。よって、本件については原案のとおり、許可すること
に決定いたしました。
　次に、議案第２号を議題といたします。
　農用地利用集積計画について、３件、３筆でございます。
　議案第２号の案件について審議いたします。事務局の説明を求めます。

事務局 　議案書の３ページから６ページをお願いいたします。
　議案第２号、農用地利用集積計画につきましては、農業経営基盤強化促進事
業により、３件、３筆の申し出がございましたので、農業経営基盤強化促進法
第１８条の規定に基づき、決定を求めるものでございます。

　内訳につきましては、４ページの農用地利用集積計画集計表と６ページの農
地中間管理機構との賃借である同表をもとにご説明いたします。
　まず、４ページをお願いします。
　１の利用権設定の中の（１）地目別設定面積について、地目「田」の設定面
積は、記載のとおりでございまして、合計が、１，８６６㎡となっておりま
す。

　次に、（２）の作物別設定面積について、作物名「水稲」の設定面積と件数
につきましては、記載のとおりでございまして、合計で、賃借権が１件、
１，８６６㎡となっており、総合計も同数となっております。

　次に、３の申請者の状況につきましては、貸人１名、借人１名、申請件数は
１件となっております。
　続きまして、６ページをお願いします。
　まず、１の利用権設定の中の（１）地目別設定面積について、地目「田」の
設定面積は、合計が４，１２０㎡となっております。
　次に、（２）の作物別設定面積について、作物名「水稲」の設定面積と件数
につきましては、記載のとおりでございまして、合計で、賃借権が２件、
４，１２０㎡、総合計も同数となっております。

　次に、３の申請者の状況につきましては、貸人２名、借人１名、となってお
り、申請件数は２件となっております。
　以上の案件につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要
件を満たしていると考えております。
　以上、議案第２号の案件についての説明とさせていただきます。

議　長 　事務局の説明が終わりましたので、質疑を行いたいと思いますが、
議案第２号、番号１の案件につきましては、農業委員会等に関する法律第３１
条、議事参与の制限に該当いたしますので、３番委員の退席を求めます。
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（３番委員退席）

　議案第２号、番号１の案件について、質疑を求めます。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

　無いようですので、質疑を終了いたします。
　これより、採決に入ります。
　議案第２号、番号１の案件について、承認することに賛成の皆さんの挙手を
求めます。

（挙手多数）

　賛成多数と認めます。よって、本件は原案のとおり、当委員会で承認するこ
とに決定いたしました。
　３番委員の入席を求めます。

（３番委員入席）

　次に、議案２号、番号２、番号３について審議いたします。質疑を求めま
す。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

　無いようですので、質疑を終了いたします。
　これより、採決に入ります。
　議案第２号、番号２、番号３について、承認することに賛成の皆さんの挙手
を求めます。

（挙手多数）

　賛成多数と認めます。よって、本件は原案のとおり、当委員会で承認するこ
とに決定いたしました。
　次に、報告第１号、報告第２号、について、事務局から説明をお願いしま
す。

事務局 　それでは、７ページから９ページをお願いいたします。
　報告第１号、農地法第５条の規定による届出につきまして、所有権移転に係
るものが６件、１３筆、使用貸借権設定に係るものが１件、１筆の届出が提出
され、市街化区域農地であり適法であると判断したため、受理したことをご報
告いたします。

　次に、１０ページから１３ページをお願いします。
　報告第２号、農地法第１８条の規定による合意解約通知につきまして、１７
件、３５筆の合意解約した旨の通知があり、この案件につきまして、引渡６ヶ
月以内の合意解約であり、解約事由が書面により明らかであったので、受理し
たことをご報告いたします。

　以上、報告第１号、報告第２号の説明とさせていただきます。

議　長 　ただ今､事務局から報告をいたしましたので、各委員のお目通しをお願いし
ます。
　その他の事項で委員のみなさんから、何かありませんか。
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（ありません）

　事務局から、何かありませんか。

事務局 （ありません）

議　長 　無いようですので、私から皆さんにご報告があります。
　今月、９月５日、台風を間近に控え、台風対策等で大変お忙しい中だったと
思いますが、１６時からこの会議室にお集まりいただきました。農業委員会
に、鳥栖市議会から質問があっておりまして、それに対する答弁をどうするの
かということで協議をいたしました。協議の結果につきましては、皆様に配布
させていただきました答弁書のとおりではございますが、前期から残られてい
る８番委員にお願いしますという意見をいただきながら、まとめていたのです
が、一部「登記を元に戻す」という文を入れる入れないということで、二転三
転、四転五転くらいしました。最終的に答弁書を作りましたところ、農林課長
や再生協議会長から「登記を戻すまでは言わなくてよいのではないか」という
こともあって、答弁には入れず、「農地法違反をなおしてくれ」という趣旨の
答弁をいたしております。
　それと、現在の農地法違反の状態を単に追認するというということは、答弁
の中で否定をさせていただいております。これは、前期の委員さんの総意で、
たっての願いでした。これだけは申し上げておきたいという私どもの気持ちも
ありましたので、議会に誤解を与えている部分がありましたので、はっきりと
「追認をする旨ではない」ということで答弁いたしております。
　会合で皆様にお渡しした「案」のとおりで、若干の言い回しの違いとかはあ
るかもしれませんが、ほぼ「案」のとおり答弁いたしております。
　以上、報告でございますが、他に何かありますか。

　それでは、無いようですので、次回の鳥栖市農業委員会定例委員会は、令和
２年１０月２０日（火)、午前９時３０分より、本庁の３階大会議室で、開催
の予定をしております。
　以上で本日の鳥栖市農業委員会定例委員会を終了いたします。
　これにて、散会いたします。お疲れ様でした。
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　農業委員会会議規則第１８条第２項の規定により署名する。

会　長

委　員

委　員
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