
令和２年１２月農業委員会

鳥栖市農業委員会事務局

定例委員会議事録



１．開催日時　令和２年１２月１８日（金）

　開会　　９時３０分

　閉会　１０時４３分

２．開催場所　鳥栖市役所２階第２会議室

３．出席者の状況

　出席者　２５名

　欠席者　　１名

　傍聴者　　０名

番号 委　員　氏　名 出 欠 番号 推　進　委　員　氏　名 出 欠

1 有　馬　秀　利 出 12 久　保　貞　巳 出

2 大　石　則　子 出 13 手　島　健次郎 出

3 上　種　正　博 出 14 篠　原　浩　二 出

4 佐　藤　敏　嘉 出 15 久　保　久　吉 出

5 田　代　英　毅 出 16 内　田　信　久 出

6 中　島　俊　男 出 17 佐　藤　晴　輝 出

7 西　依　　　誠 出 18 原　　　英　樹 出

8 久　冨　正ノ介 出 19 松　雪　昭　俊 出

9 松　隈　邦　博 欠 20 鳥　飼　紀　雄 出

10 宮　原　一　美 出 21 天　本　幸　春 出

11 脇　　　善　治 出 22 大　山　茂　樹 出

23 三　好　文　也 出

24 原　　　秀　則 出

25 豊　増　義　治 出

26 中　島　　　恵 出

４．記事日程

　第１　議事録署名委員の氏名

　　１０番　宮原　一美　委員　　１１番　脇　善治　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３条の規定による許可申請について ７件

　　議案第２号　農地法第５条の規定による許可申請について １件

　　議案第３号　農用地利用集積計画について １６件

　　議案第４号　高田揚水機水利使用許可申請（更新）に係る受益面積の証明について

　　議案第５号　真木灌水機水利使用許可申請（更新）に係る受益面積の証明について

　　議案第６号　農地移動適正化あっせん事業について ５件

　　議案第７号　農地等の利用の最適化の推進に関する指針の策定について

　　報告第１号　農地法第５条の規定による届出について ３件

　　報告第２号　農地法第１８条の規定による届出について ６件

　第４　追加付議案件

　　議案第８号　非農地の認定について ８１件

５．農業委員会事務局職員

　倉　地　信　夫  久 保 山　智 博

　江　田　征　樹

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１２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 １０名、１名○○委員の方が欠席をされておりますが、定足
数に達しているため、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１０番、○○委員と議席番号１１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。
　議案審議に入ります前に、事務局から連絡がありますのでよろしくお願いい
たします。

事務局 　皆さん、おはようございます。
　議題に入ります前に、本日、配布いたしております資料等について、説明さ
せていただきます。
　まず、議案書の訂正をお願いします。
　議案書の表紙の裏面に議案・報告一覧表がありますが、目次に「議案第７
号」の記載が漏れておりましたので、議案書表紙と、目次の差替えをお願いい
たします。
　次に、本日は追加議案がございまして「議案第８号、非農地の認定につい
て」の追加議案と、その資料である、資料５を配布しています。
　最後に、資料２と資料３の補足として、資料２の１、資料３の１「受益地の
明細書」を追加で配布しております。
　議案書の訂正と追加資料の確認を、よろしくお願いします。以上です。

議　長 　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３条の規定による許可申請について、７件、１７筆であります。
　議案第１号、番号１の案件につきまして審議いたします。事務局の説明を求
めます。

事務局 　議案第１号、農地法第３条の規定による農地等の所有権移転について、７
件、１７筆の申請がございましたので、承認を求めます。
　１ページをお願いいたします。
　議案第１号、番号１の案件につきましては、経営規模の縮小を考えていた譲
渡人から、経営規模拡大を考えていた譲受人への所有権移転でございます。
　譲受人の耕作面積は記載のとおりであり、農地法第３条許可申請は許可相当
と考えられます。
　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。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

　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　事　録
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　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の案件につきまして審議いたします。
　事務局の説明を求めます。

事務局 　議案第１号、番号２の案件につきましては、経営規模の縮小を考えていた譲
渡人から、経営規模拡大を考えていた譲受人への所有権移転でございます。
　譲受人の耕作面積は記載のとおりであり、農地法第３条許可申請は許可相当
と考えられます。
　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。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

　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１号、番号３の案件につきまして審議いたします。
　事務局の説明を求めます。

事務局 　議案第１号、番号３の案件につきましては、経営規模縮小を考えていた譲渡
人から、経営規模拡大を考えていた譲受人への所有権移転でございます。
　譲受人の耕作面積は記載のとおりであり、農地法第３条許可申請は許可相当
と考えられます。
　以上、議案第１号、番号３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。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

　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３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１号、番号４の案件につきまして審議いたします。
　事務局の説明を求めます。

事務局 　議案第１号、番号４の案件につきましては、農業廃止を考えていた譲渡人か
ら、経営規模拡大を考えていた譲受人への所有権移転でございます。
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　譲受人の耕作面積は記載のとおりであり、農地法第３条許可申請は許可相当
と考えられます。
　以上、議案第１号、番号４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。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

　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４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１号、番号５、番号６の案件につきましては関連することから
一括して審議いたします。

　事務局の説明を求めます。

事務局 　議案第１号、番号５、番号６の案件につきましては、譲渡人、譲受人は、そ
れぞれ近隣の農地を所有されており、農地を集約するため、小作地の交換のた
めの所有権移転でございます。

　譲受人の、それぞれの耕作面積は記載のとおりであり、農地法第３条許可申
請は許可相当と考えられます。
　以上、議案第１号、番号５、番号６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。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

　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５、番号６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１号、番号７の案件につきまして審議いたします。
　事務局の説明を求めます。

事務局 　議案第１号、番号７の案件につきましては、農業廃止を考えていた譲渡人か
ら、経営規模拡大を考えていた譲受人への所有権移転でございます。
　譲受人の耕作面積は記載のとおりであり、農地法第３条許可申請は許可相当
と考えられます。
　以上、議案第１号、番号７の案件についての説明とさせていただきます。
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議　長 　事務局の説明が終わりましたので、質疑を求めます。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

　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７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。
　議案第２号、農地法第５条の規定による転用許可申請について、１件、１筆
でございます。
　議案第２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 　それでは、３ページをお願いいたします。
　議案第２号、農地法第５条の規定による賃借権設定に係る農地転用許可につ
いて、１件、１筆の申請がございましたので、承認を求めます。
　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
１ページから３ページをご参照願います。
　別冊資料１の１ページをお願いします。
　この案件につきましては、申請者は太陽光事業を行うため、当該申請地に太
陽光発電設備を設置するために農地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、資金計画は記載のとおりで、参考事項のうち、
排水計画の雨水は敷地内の南側の水路から南側の既存水路に放流される計画と
なっております。
　また、資金計画は残高証明書が添付されております。

　その他として、農業振興地域整備計画の農用地利用計画の変更は済んでおら
れ、再生可能エネルギー発電事業計画認定も済まされております。
　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。
　次に、農地区分及び許可の基準について、説明いたします。
　本日、お持ちいただいている「農業委員会研修テキストシリーズ２」の
２４・２５ページをお願いします。
　２４ページのフロー図の左側の上の方に「農地区分」と記載している欄の
第２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となっていない小集団の生産力の低い農
地」に該当することから第２種農地と判断しております。
　次に、許可の基準といたしましては、第２種農地の右側に記載されています
が、今回の申請地は、周辺の他の土地を検討されましたが、適地が見つからな
かったため「第３種農地に立地困難な場合等に許可」に該当することから、農
地転用は許可し得ると判断いたします。

　以上、議案第２号、番号１の案件についての説明とさせていただきます。
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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番委員 　１０番○○でございます。担当委員として一言申し添えます。
　１２月７日に会長と私と推進委員、それから事務局で現地を確認しました。
　今回の申請地は南側に広がる優良農地とは２メートル以上の段差があり、道
路に関しても軽トラックが通るにも危険な状態の狭い道路であり、農耕機械の
出入りができない状態の土地です。

　また区長、生産組合長、水利組合長から農地転用についての同意を得てあり
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は無いと思われます。以上、担当委員からの意見とな
ります。

議　長 　ありがとうございます。他にはございませんか。
　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、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３号を議題といたします。
　農用地利用集積計画について、１６件、３９筆でございます。
　議案第３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 　４ページから１１ページをお願いいたします。
　議案第３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、１６件、３９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、８ページ、１０ページ及び１１ページの農用地利用集
積計画集計表をもとに、ご説明いたします。
　まず、８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」「畑」の
設定面積は、記載のとおりでございまして、合計が、４２，２２４㎡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」「その他」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
２８件、４１，７１９㎡、使用貸借権が１件、５０５㎡となっており
総合計２９件、４２，２２４㎡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１５名、借人１３名、申請件
数は１５件となっております。
　続きまして、１０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
設定面積は記載のとおりでございまして、合計が１３，８５２㎡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１０件、１３，８５２㎡、総合計も同数となっております。
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　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、となってお
り、申請件数は１件となっております。
　１１ページをご覧ください。このページは、８ページと１０ページの合計の
集計表となります。
　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」「畑」の
設定面積は、記載のとおりでございまして、合計が、５６，０７６㎡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」「その他」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
３８件、５５，５７１㎡、使用貸借権が１件、５０５㎡となっており、総合計
３９件、５６，０７６㎡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１６名、借人１４名、申請件
数は１６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３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、質疑を求めますが、議案第３号、
番号１、番号７及び番号１０、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、順次委員の退席を求め
ます。

　それでは、初めに議案第３号、番号１の案件について審議いたしますので
１３番推進委員の退席を求めます。

（１３番 推進委員 退席完了）

　議案第３号、番号１案件について、質疑を求めます。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

　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３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、本件については、原案のとおり、承認するこ
とに決定いたしました。１３番推進委員の入席を求めます。

（１３番 推進委員 入席完了）

　次に、議案第３号、番号７の案件について審議いたしますので、２１番推進
委員の退席を求めます。

（２１番 推進委員 退席完了）

　議案第３号、番号７案件について、質疑を求めます。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

　無いようですので、質疑を終了いたします。
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　これより、採決に入ります。
　議案第３号、番号７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、本件については、原案のとおり、承認するこ
とに決定いたしました。２１番推進委員の入席を求めます。

（２１番 推進委員 入席完了）

　次に、議案第３号、番号１０、の案件について審議いたしますので、２６番
推進委員の退席を求めます。

（２６番 推進委員 退席完了）

　議案第３号、番号１０の案件について、質疑を求めます。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

　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３号、番号１０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、本件については、原案のとおり承認すること
に決定いたしました。２６番推進委員の入席を求めます。

（２６番 推進委員 入席完了）

　次に、議案第３号、番号１、番号７及び番号１０を除く案件について審議い
たします。質疑を求めます。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

　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３号、番号１、番号７及び番号１０を除く案件について、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、本件については、原案のとおり承認すること
に決定いたしました。
　次に、議案第４号、議案第５号を議題といたします。
　議案第４号、高田揚水機水利使用許可申請（更新）に係る受益面積の証明に
ついて、議案第５号、真木灌水機水利使用許可申請（更新）に係る受益面積の
証明について、でございます。
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　議案第４号、第５号は関連することから一括して審議いたします。
　事務局の説明を求めます。

事務局 　それでは、１２、１３ページをお願いいたします。
　議案第４号と第５号は、鳥栖市土地改良区から出された水利権更新に係る受
益面積の証明願いでございます。

　まず、議案第４号、高田揚水機水利使用許可申請（更新）に係る受益面積の
証明についてです。
　高田揚水機に係る、かんがい農用地の面積は、○○町、○○町、○○町、○
○町の面積は総括表のとおりで、合計１６０.９haとなっております。
　かんがい区域の地図は、資料２、赤で示したとおりになります。
受益地の明細書につきましては、本日お配りしております資料２の１をご覧く
ださい。

　次に、議案第５号、真木灌水機水利使用許可申請（更新）に係る受益面積の
証明についてです。
　真木灌水機に係る、かんがい農用地の面積は２３．８haとなっております。
　かんがい区域の地図は、資料３、受益地の明細書は、資料３の１のとおりで
す。なお、水利権の更新は１０年毎に行われております。
　この２件につきまして、受益面積として証明したいと考えております。

　以上、議案第４号・第５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、質疑を求めます。はい１１番委員どう
ぞ。

１１番委員 　はい、１１番の○○です。すいません勉強不足で申し訳ないんですが、この
灌漑農地で何をなさっているのかちょっと事務局の方に教えていただきたいの
ですが。

議　長 　事務局お願いします。

事務局 　もう一回質問をよろしいでしょうか。

１１番委員 　すいません、どういった理由というんですかね、こういった申請をされて許
可をして何をしてあるのか、何のために使ってあるのかと言いますか。

事務局 　まず、この証明の理由ということで、証明書が必要な理由ということでよろ
しいでしょうか。

１１番委員 　そうですね。

事務局 　１０年に一回、鳥栖の土地改良区の方が河川から取水することになりますの
で、河川法に関係する分で河川事務所の方に、筑後川河川事務所になるかと思
いますが、そちらの方に申請するための添付書類のひとつだと考えておりま
す。以上です。

議　長 　今の質問でございますけれども、何に使うのかということでございますが、
先ほどの説明がございました受益地に対しまして、河川より取水をいたしまし
て水稲等の作付けの際に、用水として、この水を利用することになると思いま
す。

　山手のほうになれば当然、川から取水して田んぼの方で耕作しておりますけ
れども、それが反対に下の地域では大きい川から取水をして田んぼに流す、と
いうような目的で申請をされているものでございます。
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１１番委員 　わかりました。

議　長 　他にございますでしょうか。

（「ありません」と呼ぶ者あり）

　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４号、第５号の案件について、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、本件につきましては原案のとおり承認するこ
とに決定いたしました。
　次に、議案第６号を議題といたします。
　議案第６号、農地移動適正化あっせん事業における、あっせん委員の指定に
ついて、５件、１２筆でございます。
　議案第６号、番号１から番号５の案件について、一括して審議いたします。
　事務局の説明を求めます。

事務局 　それでは、１４ページ、１５ページをお願いします。
　議案第６号、農地移動適正化あっせん事業における、あっせん委員の指定に
ついて、「鳥栖市農地移動適正化あっせん事業実施要領」に基づいて、５件、
１２筆のあっせんの申出がございました。
　番号１から番号５まで一括して、ご説明いたします。

 　議案第６号の案件の詳細については、別冊資料４の「農地移動適正化あっせ
ん事業調書」をご参照願います。
　１ページをお願いします。
　農地の所在、地目、面積、所有者、売買希望価格等については、農地移動
あっせん希望一覧の記載のとおりです。
　農地の位置については、２ページ以降の地図のとおりでございます。ご確認
をお願いします。

　議案第６号、番号１は○○地区の○○町の案件でございますので、○○委
員、○○推進委員を指定したいと考えております。
　番号２は○○地区の○○町の案件でございますので、○○委員、○○推進委
員を指定したいと考えております。
　番号３は○○地区の○○町の案件でございますので、○○委員、○○推進委
員を指定したいと考えております。
　番号４は○○地区の○○町の案件でございますので、○○委員、○○推進委
員を指定したいと考えております。
　番号５は○○地区の○○町の案件でございますので、○○委員、○○推進委
員を指定したいと考えております。

　皆様の承認の後、あっせん委員として活動をしていただくこととなります。
　以上、議案第６号、番号１から番号５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。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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　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６号、番号１から番号５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、本件につきましては、原案のとおり承認する
ことに決定いたしました。
　次に、議案第７号を議題といたします。
　議案第７号、鳥栖市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指
針」の策定についてでございます。
　事務局の説明を求めます。

事務局 　１６ページから１９ページをお願いいたします。
議案第７号、鳥栖市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」
の策定についてを説明させていただきます。
　まず、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」とは、当該地域の農地
利用の将来ビジョンを描くもので、３年に１度、改選期に合わせて、農業委
員・推進委員の意見を聞いて作成にあたっております。
　なお、この「指針」の策定に当たっては、全国農業会議より、あらかじめ基
本的な書式と項目が定められておりまして、数値等に関しては鳥栖市独自の
データで作成しております。

　また、この指針の案については、農業委員さんには前回の定例会で説明し、
推進委員さんには１１月の議案と一緒に配布しておりました。委員さんから意
見を出された部分を一部修正し、後は、案のとおりで作成しております。

　それでは、１６ページをお願いいたします。
　『第1　基本的な考え方』を掲載しております。前回の定例会で案をお示しし
ておりましたが、委員より意見がありましたので、一部修正をしております。

　次に、『第２　具体的な目標と推進方法』における、「１.遊休農地の発生防
止・解消について」の（１）遊休農地の解消目標の数値を掲載しております。
この数値の算出につきましては、令和２年４月の現状を基に、令和元年度まで
の比率で算定しております。詳細については、表の下に記載しております。

　次に、１７ページをお願いいたします。
（２）遊休農地の発生防止・解消の具体的な推進方法を掲載しており、①農地
の利用状況調査と利用意向調査の実施について②の項目が誤っておりまして①
と同じになっております。②の項目につきましては「農地中間管理機構等との
連携について」が正規でございます。訂正をお願いしたいと思います。③で非
農地判断についてとしております。
　また、１７ページですが、「２.担い手への農地利用の集積・集約化につい
て」における（１）担い手への農地利用集積目標の数値について掲載しており
ます。

　この数値の算定につきましても令和２年４月の現状を基に、令和元年度まで
の比率で算定しております。詳細については、表の下の方に記載しておりま
す。

　次に１８ページをお願いいたします。
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（２）担い手の育成・確保の数値について掲載しております。
　この数値につきましては、「２０１５農林業センサス」を基に算出しており
ます。詳細につきましては、表の下に記載しております注１、注２、注３をご
覧ください。
（３）担い手への農地利用の集積・集約化に向けた具体的な推進方法を掲載し
ており、①「人・農地プラン」の作成・見直しについて②農地中間管理機構と
の連携について③農地の利用調整と利用権設定について④農地の所有者等に確
知することができない農地の取り扱いとしております。

　１９ページをお願いいたします。
「３.新規参入の促進について」の（１）新規参入の促進目標についてを掲載し
ております。この数値につきましては、表の下に記載しておりますとおり、個
人は１年当り１名、面積は０,２㏊増、法人については、３年当り１法人、面積
は０,５㏊増となることを見込んで算定しております。

（２）新規参入の促進に向けた具体的な推進方法を掲載しており①関係機関と
の連携について②新規就農フェア等への参加について③企業参入の推進につい
て④農業委員会のフォローアップ活動について　としております。
　以上、簡単ではございますが、議案第７号、鳥栖市農業委員会「農地等の利
用の最適化の推進に関する指針」の策定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。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

　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７号の案件について、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、本件につきましては、原案のとおり、承認す
ることに決定いたしました。
　つきましては、今期の農業委員・推進委員の皆さんには、この指針に基づい
て活動をしていただくことになりますので、よろしくお願いいたします。
　また、内容についてお分かりにならない点がございましたら、後ほどでも結
構でございますので、事務局の方へお尋ねしていただければということで思っ
ております。
　次に、本日追加分の議案第８号を議題といたします。
　議案第８号、非農地の認定について、８１筆であります。
　事務局の説明を求めます。

事務局 　それでは、本日、配布させていただいております追加議案書をお願いしま
す。
　議案第８号、非農地の認定について、８１筆の案件がございましたので、承
認を求めます。
　この非農地の認定につきましては、８月の暑い中、委員の皆さまにご協力い
ただいた、農地パトロールの際に、山林等になっていた農地について、非農地
の認定を求めるものでございます。
　お手元の資料５、非農地認定位置図も合わせてご覧ください。
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　追加議案書１ページの左側に、１ページの右側に記載している地図のページ
が、資料５のページになっております。
　内容につきましては、議案書の５ページの非農地集計表でご説明いたしま
す。
　それでは５ページをお願いいたします。

　まず、○○地区と○○地区は、非農地の該当はありません。
　○○地区は「田」「畑」の内訳は記載のとおりでございまして、地区の合計
は、２４筆、面積が８，３１５㎡です。
　地図では、１ページから１０ページが対象地になっております。

　次に○○地区は「田」「畑」の内訳は記載のとおりでございまして、地区の
合計は、１８筆、面積が９，１１９.２５㎡となっております。
　地図では、１１ページから１５ページが対象地になっております。

　○○地区は「田」「畑」の内訳は記載のとおりでございまして、地区の合計
は、３９筆、面積が２0４２６㎡となっております。
　地図では、１６ページから２１ページが対象地になっております。
　総合計が、８１筆、３７，８６０.２５㎡となっております。

　この非農地の対象としている農地の現況は、ほとんどが山林となっているも
のです。
　今回の認定の結果、非農地の通知を所有者に送付いたしまして、それをもと
に、所有者が法務局で、地目の変更をしていただく手続きになります。
　以上、議案第８号と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１６番推進委員。

１６番推進
委員

　○○です。１２月の７日に会長と私と事務局と現地の状態を見まして、出入
口も分からないような山林みたいになっておりますので、非農地がいいんじゃ
ないか、としたところでございます。以上です。

議　長 　はい、ありがとうございました。はい２１番推進委員。

２１番推進
委員

　はい、○○です。○○地区は、１２月９日１３時３０分から市役所の方と農
業委員の方、推進委員と一緒にですね調査いたしました。その結果、これも先
ほど言われた通り、やむなしということになりました。

議　長 　はい、ありがとうございました。はい８番委員。

８番委員 　○○地区の場合はですけど、１２月９日に農業委員と推進委員と役所と現地
を見て回って、もうほとんどが、雑木林で、農地の姿が無かったと言うことで
す。

　ただ、一か所だけ周りに産業廃棄物、こういうところがあったので、まだ農
地の規制があった方がいいんかなということで、そこだけは保留ということ
で、もうあとはほとんど雑木林ということです。

議　長 　はい、ありがとうございます。他におられますか。はい２６番推進委員。

２６番推進
委員

　○○地区ですけど、農地は先程言われましたようにほとんどが、山林化して
おり、問題はないと思います。

議　長 　はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか。はい１１番委
員。
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１１番委員 　はい、１１番の○○です。推進委員さんの方とパトロールに行ったときに、
農業委員の担当の方にもお聞きしましたが、地権者の方に変更をお願いすると
いうことで、これは地権者の方が変更しないならこのまま田と畑で残ってしま
うと思うんですけど、ここで認定しても今後も地権者の方が地目を変更しない
場合は農地パトロールなどで見回る必要というのがでてくるでしょうか。

事務局 　ただ今の質問ですが、本日の非農地の判定をして頂きましたら、農家台帳か
らその方々の農地は削除いたします。つきましては次回の調査の対象からは外
れるということになります。

１１番委員 　わかりました。

議　長 　他にございますでしょうか。はい２番委員。

２番委員 　２番の○○です。２０番の４ページなんですけど、〇〇さんと○○さんのと
ころなんですけど、○○さんは確か果樹かなんかが植わってたと思うんですけ
ど。〇〇さんのところはですね、○○さんが上の木を切られまして、置かせて
くださいということで、そのまま木が置かれた状態で何年にもなっているんで
すけども、そういう場合は……。〇〇さんのところがですね、田んぼだったん
ですけど、その木を置かれて片づけられてないので、地主さんが困られている
状態なんですけど。

議　長 　事務局どうぞ。

事務局 　私はそこを行ってないので、何とも分からない部分はあるんですけども、現
地が単にモノを置いてあるだけの状態ということがひとつ考えられます。
　もうひとつは山林化して明らかに農地ではないという場合があります。
　ですから、今回、特に対象としているのは、もう農地として復旧ができない
ような山林化とかですね、竹林のようなものを対象としておりまして、ちょっ
と物を置いただけという事でしたら、それをどけてもらうとか、まぁそういう
ことが必要になるかと思いますので、もし、そういうことでしたらその部分は
外すということもひとつの検討を保留するということもありではないかと思い
ます。

２番委員 　〇〇さんのほうは、荒れたような感じにはなります。置かれてるから、その
状態で何年も経ってますので、荒れたような感じにはなっています。

議　長 　ありがとうございます。ただ今の２番委員の件につきましては事務局の方で
再度現地確認、並びに調整等をよろしくお願いしたいと思います。
　他にございますでしょうか。

（「ありません」と呼ぶ者あり）

　ないようですので、質疑を終了いたします。
　これより、採決に入ります。
　議案第８号の案件について、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、本件については、原案のとおり承認すること
に決定いたしました。

15 



　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、２０ページをお願いいたします。
　報告第１号、農地法第５条の規定による農地等の所有権移転に係る届出につ
きまして、３件（６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、２１ページから２２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、６
件、１４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皆さんから、何かありませんか。はい２番委員。

２番委員 　すいません、２番の○○ですけれども、先日、○○建設と、その不動産とい
う方が家にいらっしゃいまして、あの○○の開発の件でみえたんですけども、
県道のところを、地主さんたちが貸さないっていうことで、その○○の方たち
は、それから一本道を挟んだ奥のところを開発したいみたいなんですけども、
市役所の方が開発を認めたので挨拶に来ましたと、おっしゃったんですね。

　それで、その後市役所、事務局に電話しましたら認めてませんってことだっ
たんですけど、農業委員さんのとこをこれからまわりますっていうような話
だったので、これからそういう案件が出たらどうしたらいいのかなって思いま
して。

事務局 　○○さんにつきましては、○○道を挟んで向かい側の農地に駐車場を建設し
たいということでこちらにも相談に見えられております。
　ただ、現地の周辺は、○○の、住宅が出来たこと、開発をされまして、それ
以降その団地のところに降った水が、当初予定していた水路や調整池等では、
ちょっとたえきれない状態ということで、現地の方に流れてきていること、ま
た一方では北側の方には、江島町の方には大きな太陽光の設備がいくつもでき
ておりまして、これまで山林として、水をちょっと保水、といいますかしてい
たところが、そのまま、谷となっている今回の申請地の方に流れてくるという
状況でございます。
　また、元々、競馬場の方から流れてきている、三方から水が来るような状態
が続いているということも聞いております。
　従いまして、近年の通常のちょっと強い雨程度でも現地は水につかって、農
地は耕作できないような状態が続いているということで聞いており、そのよう
な場所は今現在、結局、地元にとってはその田んぼは、調整池みたいな役割を
しているわけでございます。
　それで、あの、もしここを転用した場合、そこにためて、その分の水をどこ
に流すかということが問題になってまいります。
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　残念ながら道路には、見ましたけれども側溝は来ておりません。ですので、
どうしても、その地域に水がたまると本当の意味で大雨が降りましたら道を超
えて今度は西側の広い田園地帯に水が流れ込んでいって、一帯は湖のようにな
るということでございますので、そういう地域でちょっと転用をする場合、水
の問題について地元ときちんと話を整理していただかないことには、農地転用
の許可基準を満たさないということで、農業委員会としては、まず、地元とき
ちんと協議をしていただくようお話をしているところでありまして、今のとこ
ろ農業委員会の方には申請とか、協議の進展はないということでございます。
以上です。

２番委員 　そうしましたら、（○○建設が）見えた時は受け流して「（地元の同意は）
認められていません」でよろしいでしょうか。
　だいたい沿道に沿ったところは開発できるようになっているんですよね。

事務局 　沿道サービス業の対象となるガソリンスタンドとか自動車整備工場などが許
可の対象となっています。

２番委員 　業者がおっしゃったのが、市道が一本入っていて、市道の横だから開発でき
ると事務局がおっしゃったと言われたんですけど。

事務局 　事務局は、そのようなことを誰も申しておりません。

２番委員 　わかりました。
議　長 　そのへん、惑わされないようお願いしておきます。

　事務局から、何かありませんか。

事務局 (事務連絡）

議　長 　次回の鳥栖市農業委員会、定例委員会は令和３年１月２０日（水)
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。
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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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