
令和２年１１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１１月２０日（金）

　開会　　９時３０分

　閉会　１０時２０分

２．開催場所　鳥栖市役所３階大会議室

３．出席者の状況

　出席者　１１名

　欠席者　　０名

　傍聴者　　１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

　　８番　久冨　正ノ介　委員　　９番　松隈　邦博　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　人事異動の発令について

　　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 ２６件

　　報告第１号　農地法第４条の規定による届出について １件

　　報告第２号　農地法第５条の規定による届出について ３件

　　報告第３号　農地法第１８条の規定による通知について ５件

５．農業委員会事務局職員

　倉　地　信　夫  久 保 山　智 博

　木　附　良　介  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１１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８番委員と議席番号９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。
　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。
　議案第１号、人事異動の発令についてでございます。事務局の説明を求めま
す。

事務局 　議題に入ります前に、議案書に誤りがありましたので訂正をお願いいたしま
す。１０ページをお願いいたします。
　１０ページの左上の「議案第４号」とあるのを「議案第３号」に訂正をお願
いいたします。

　それでは、議題に入ります。
　議案第１号、人事異動の発令について、１１月１日付けで市長部局の異動に
伴い、農業委員会事務局の職員につきまして異動の発令をしましたので、承認
を求めます。
　１ページをお願いいたします。

　○○さんが市長部局へ異動され、後任として新規採用の○○さんが任じられ
ております。
　以上、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。
　異動された方々から挨拶をお願いいたします。

事務局
(前任者)

　おはようございます。
　１１月１日付けで国スポ・全障スポ推進課に異動することになりました。農
業委員会につきましては、４年７カ月ということで、その間、農業委員さんの
皆様には、農地パトロール等いろいろお願いすることばかりで、大変ありがと
うございました。

　国スポに関しましては２０２４年に佐賀県で、昔からの国体と言われている
もので今後は国民スポーツという名称に変わりますが、開催されることに向け
て取り組んでいく課となっております。事務局は、庁内ではなくて、スタジア
ムにありまして、なかなか皆さんとは会うことはないと思いますけれども、ま
た近くに来られた時は、お寄りください。どうもありがとうございました。

議　事　録
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事務局
(後任者)

　新しく、１１月１日付けで鳥栖市役所に入り、また農業委員会事務局に配属
となりました○○といいます。私はまだまだ農業についても鳥栖のことについ
ても知らないこと、分からないことだらけですので、毎日先輩方に迷惑をかけ
ながら頑張っております。
　これから頑張って早く一人前になれるようやっていきますので、どうぞよろ
しくお願いいたします。

議　長 　ただ今、異動された方からご挨拶がありましたが、前任の方におかれまして
は大変ご苦労さまでした。また、新任の方につきましては、これからどうぞよ
ろしくお願いいたします。
　前任者は公務のため退席いたします。

（前任者、退席）

　それでは、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、２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、申請者は認定農業者でいちご農園を経営しておら
れますが、車やバス等を駐車するためのスペースが少なく、集客で苦慮されて
いました。そこで、当該申請地を駐車場として利用するために、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１種農地と判断しております。判断基準につき
ましは、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
は、排水路を通過後、東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。

　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。
　２ページの位置図には入っていませんが、申請地の西側（左側）の枠外あた
りに、いちご農園のハウスがあります。

　次に、農地区分及び許可の基準について、説明いたします。
　本日、お持ちいただいています「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
１種農地の部分をご覧ください。
　申請地は、「概ね１０ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農
地」に該当することから第１種農地と判断しております。
　次に、許可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、立地基準では「原則不許可」となっていますが、例外許可として「農業用
施設」と記載があります。

　今回の申請は、申請者が経営している、いちご農園の利用客のために必要な
駐車場であり、農園と一体的に設置される場合は農業用施設と解することがで
きるため、農地転用は許可し得ると判断いたします。
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　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。

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、１番委員、どうぞ。

１番委員 　地区の担当委員として、一言申し添えます。
　１１月１６日に、会長と私と事務局で現地を確認いたしました。今回の申請
地は轟木町に存在している農地でございます。当該地は事務局の説明がありま
したように、申請者が経営しているいちご農園の東側に位置をしております。
また、区長、生産組合長、水利組合長等、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、今回の農地転用の申請の問題等はないと思われま
す。以上です。

議　長 　ただ今、１番委員から、意見をいただきましたが、他にはございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

　今回の申請地には、私も現地で確認をいたしましたが、１番委員がおっ
しゃったとおり、何ら支障はないと判断いたしているところです。
　それでは、他に無いようですので、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、２６件、５５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 　３ページから１２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、２６件、５５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、９ページの農用地利用集積計画集計表と１１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、９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、６１，５０４．８６㎡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
３４件、４９，４９４．８６㎡、使用貸借権が１９件、１２，０１０㎡となっ
ており、総合計５３件、６１，５０４.８６㎡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２３名、借人１９名、申請件
数は２５件となっております。
　続きまして、１１ページをお願いします。
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　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２，５３８㎡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、
２，５３８㎡、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、となってお
り、申請件数は１件となっております。
　１２ページをご覧ください。このページは、９ページと１１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、６４，０４２．８６㎡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
３６件、５２，０３２．８６㎡、使用貸借権が１９件、１２，０１０㎡となっ
ており、総合計５５件、６４，０４２．８６㎡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２４名、借人２０名、申請件
数は２６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、質疑を行いたいと思いますが、
議案第３号、番号２の案件につきましては、農業委員会に関する法律第３１
条、議事参与の制限に該当いたしますので、１番委員の退席を求めます。

（１番委員退席）

　議案第３号、番号２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３号、番号２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承認することに決定いた
しました。
　１番委員の入席を求めます。

（１番委員入席）

　次に、議案第３号、番号３の案件につきましては、議事参与の対象が私であ
りますので、議長を交代し審議終了まで退席させていただきます。
　その間、議長は会長代理にお願いいたします。

（会長退席完了・会長代理着席 ）
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議　長
(会長代理)

　会長が議事参与の制限により退席されましたので、私がこれより議長を務め
させていただきます。

　議案第３号、番号３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３号、番号３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。
　会長の入席を求めます。それでは、議長を会長と交代します。

（会長入席）

議　長 　次に、議案３号、番号１２を審議いたしますので６番委員の退席を求めま
す。

（６番委員退席）

　議案第３号、番号１２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３号、番号１２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承認することに決定いた
しました。
　６番委員の入席を求めます。

（６番委員入席）

　次に、議案第３号、番号２、番号３、及び番号１２を除く案件について、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３号、番号２、番号３、及び番号１２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）
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　賛成多数と認めます。よって、本件は原案のとおり承認することに決定いた
しました。
　次に、報告第１号から報告第３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、１３ページをお願いいたします。
　報告第１号、農地法第４条の規定による農地等の転用届につきまして、
１件、２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、１４ページをお願いします。
　報告第２号、農地法第５条の規定による農地等の転用に係る届出につきまし
て、所有権移転に係るものが、２件、２筆、使用貸借権の設定に係るものが、
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、１６ページをお願いします。
　報告第３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、５
件、７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号から報告第３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、３番委員、どうぞ。

３番委員 　ちょっと勉強不足でちょっと教えていただきたいんですけれども、今、○○
地区では道路の公共事業関係で、３号線とかスマートインターとかアクセス道
路とかが出来ているんですけれども、農地の賃貸借と所有権移転の分で、
ちょっと整理をしておきたいなと思ってです。
　今、法人化ということで農業関係の組織等立ち上げ等も行われてるんです
が、そこで五反要件というのが、農地取得にしろ貸借権にしろ出てくると思う
んですけれども、例えば代替で農地が道にひっかかって、五反要件満たさなく
なったとか、そういうことに関して、それで法人に入っとるとかですね、そう
いう中で、五反要件というのは変わらないと思うんですけれども、どういう説
明をしていった方がいいのかなと、いうことでちょっとお聞きをしたいなと
思っております。事業によって民間が入っていたり公共事業が入っていたり、
国が入っていたりというようなことで、そこでも何か違ってくるのか、代替地
について、その辺をちょっとお聞きしたいんですけど。事務局のほうにちょっ
とお尋ねをしたいと思います。

議　長 　はい、事務局、よろしくお願いいたします。

事務局 　はい、ただ今、３番委員のほうから御質問がありましたけれども、農地の所
有権移転と、また農地の賃貸借権、これにつきましては、例えば、公共事業等
で、道路の用地にひっかかったとかいうことで代替地が必要ということがある
かもしれません。そのような場合ですけれども、まず国や県とか公共事業をす
る側が取得する部分については、農地法の許可は不要ということになっており
ますが、残念ながら、地主さんが移転をする必要が出てきた場合、代替地を取
得する必要が出てきた場合につきましては、例外とか、そういうものがござい
ません。
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　つきましては、農地法の農地を取得する場合については、五反要件を満たさ
ないといけないということになってまいりますので、ちょっとその辺が、なか
なか御理解をいただけるのかというのが、またちょっと問題になってくるかと
思います。
　つきまして農業委員会事務局の方に具体的に御相談をいただけるように、お
話をいただければと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

３番委員 　はい、分かりました。

議　長 　はい、ありがとうございました。
　それでは、事務局から何かございますでしょうか。

事務局 　３点、御説明をさせていただきます。
　まず１点目が、農業委員会の指針についてです。今、お手元にあります資料
２をご覧ください。「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」について説明をさせていただきます。この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、農業
委員会は指針の策定に努めること、指針の策定または変更については、農業委
員、推進委員の意見を聞くことが、農業委員会等に関する法律に定められてお
ります。なおこの指針につきましては、農業委員及び推進委員の改選期である
３年ごとに検証見直しを行うこととしており、前回、平成２９年の策定から３
年が経過するため、今回検証見直しを行うに至ったところでございます。

　今回、委員の皆様には、鳥栖市独自の内容について記した数値についての意
見を賜りたいと考えております。具体的内容について御説明いたしますので、
資料２の５ページをご覧ください。
　鳥栖市独自の内容につきましては、下記の１から３の数値についてのみと
なっておりますので、この部分についての意見をお願いいたします。まず１が
遊休農地の発生防止解消について、２が担い手への農地利用の集積集約化につ
いて、そして３が新規参入の促進についてとなっております。

　この数値の基礎となりますのが、農業委員会事務の実施状況等の公表の数値
に基づく目標及びその達成に向けた活動計画から算出しております。また、農
水省の統計農林業センサスからも基礎として数字を持ってきております。数字
としましては、実数とこれまでの実績に基づく変動の見込みとなっておりま
す。通常、目標においてこれまでよりも少なくなるような見込みというのを目
標にすることはないんですけれども、鳥栖市においては立地条件がいいことも
ありまして、農地の面積及び集積面積が減少傾向にあります。また、新規参入
農家数も少ないということから、基本の考え方といたしましてこれまでの流れ
で、農地の減少を見込んだ上で、できれば現状維持に努めていきたいというこ
とで今回の数値を定めております。
　また、先ほどお配りいたしました、数値を記入している紙ですが、内容にご
意見等ある場合は、内容を書き込んでいただきまして事務局のほうに提出をお
願いいたします。なお、誠に勝手ではございますが、令和２年１２月４日まで
を締め切りとさせていただきますので御提出いただきますようお願いいたしま
す。　先ほど配った１枚の紙に、指針案の数字を今回入れておりますので、その数
値を増やしたり減らしたりしたほうがいいということがあれば、数値を書き換
えていただいて提出をお願いいたします。それと、こういった活動をしてほし
いとかいうことがあれば、裏面等でも構いませんので御記入をいただいて、提
出いただければ、それも含めた上でまた再度この指針を立て直すという形にな
ります。　委員の皆様には、御多忙のところお手数をおかけしてしまい誠に申し訳ござ
いませんが、御協力のほどよろしくお願いいたします。以上、農業委員会指針
についての説明とさせていただきます。
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　次に、資料３をお願いいたします。農地移動あっせん希望です。先月に引き
続き、農地の今度は貸借のあっせんの相談を受けた件です。
　資料３の１ページに、希望一覧、貸付希望ということで受けております。ま
ず１番から７番は、○○市の○○様が所有されてる農地になりますが、地図は
後のページにつけておりますが、こちらの農地は貸したいということで希望を
受けてます。
　８番は○○市の○○さんの農地で、こちらも市外の方ですけれども、こちら
は畑になります。○○町の農地で、最後の５ページに位置図をつけております
が、こちらも貸し付けを希望されております。

　地区の方でどなたか借り受けを考えてる方とかいらっしゃれば、委員さんの
あっせんを、お願いしたいと思います。また詳しい内容などは、事務局のほう
にお尋ねいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

　最後に、紙１枚で皆様にお配りしてるかと思いますが、農林課から農業委員
会宛てに送っている文書ですが、毎年１月の末ごろに学校給食週間における農
業者と児童の交流会というのを実施しております。今年度も、例年と同じよう
に実施をしたいと農林課が考えているようでございます。ですが、ちょっとコ
ロナウイルスの問題とかもありますので、これから学校に、例年どおりするか
ということは照会をかけ、日程等を、する場合は調整をしていくということに
なってくるということでございます。学校側が例年どおりするということであ
りましたら、来年１月２０日２１日から１０日ぐらいの間に８校回るというこ
とになってまいります。

　各地区の農業委員の皆さんと推進員の皆さんが子供たちに、どういう農業し
ているかとか、どういうことに困ってるんだとか、農業は楽しいんですよだと
か、そういうお話をしていただいて、その後に子供たちと一緒に給食を食べて
もらって、子供たちとお話をしてもらうというような流れになってまいりま
す。ですので、農林課がこれから日程を調整しますので、来月の定例会のとき
にその日程が決まりましたら、農林課から皆様に改めてお願いがある予定と
なっております。１月の日程をまずちょっと頭の中に入れてちょっとおさえて
ただきたいと考えております。
　それから田代地区の委員の皆様については、田代地区には小学校が３校ござ
います。それで各学校に３人ずつとかお願いをするということになりますと、
９学級ということになりますので、推進委員の皆さんだとか生産組合長さんと
か、または法人の方だとか、元の農業委員さんとかですね、いろいろ声かけを
いただきまして、これらの子供たちの催しがうまくいくように、ぜひとも御協
力をしていただきたいと考えておりますので、是非ともよろしくお願いしたい
と思います。以上でございます。

議　長 　ありがとうございました。何か今の件でお尋ねがございますかね。
　はい、３番委員、どうぞ。

３番委員 　余談になりますけど、これ、こっちから断るということはないですか。

事務局 　ちょっと断るというのは前提になかったものですから。

３番委員 　こっちから、断るということはないんですね。
　私、本人はいいんですけれども、認定農業者さん、○○地区につきまして
も、ほぼ７０歳とか、そういう人たちが多いわけですけれども、私と児童はい
いんですけれども、ちょっと、その本人さんが、どうされるかなと。今年は行
かないと言われる可能性もありますので、こっちから断るということはないの
かなということでちょっとお聞きしました。
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事務局 　この、委員さんが小学校訪問というのは、県内でも鳥栖しかやってないよう
な事業でございますので、できれば鳥栖の特色ということで続けていきたいと
思っております。

議　長 　それでは、この給食関係のゴーサインが出た場合には、皆様方の御協力並び
に生産組合等の皆様方にも御協力をお願いせざるをえないのかなということで
思っておりますので、その際はよろしくお願いをしたいと思います。
　他にございませんようでしたら、次回の鳥栖市農業委員会定例委員会は、令
和２年１２月１８日（金)、午前９時３０分より、本庁の２階第１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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