
令和２年１０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１０月２０日（火）

　開会　　９時３０分

　閉会　１０時０９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　　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

　　６番　中島　俊男　委員　　７番　西依　誠　委員

　第２　会議書記の氏名

　　農業委員会事務局　石松　智美

1



　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 １件

　　議案第２号　農地法第４条の規定による許可申請について １件

　　議案第３号　農地法第５条の規定による許可申請について ８件

　　議案第４号　農用地利用集積計画について ３５件

　　報告第１号　農地法第４条の規定による届出について ２件

　　報告第２号　農地法第５条の規定による届出について ７件

　　報告第３号　農地法第１８条の規定による通知について ３４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

2



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１０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６番委員と議席番号７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。
　本日ご審議いただく、議案第３号、番号１から番号８の案件につきまして
は、申請地の合計面積が３０アールを超えていることから、１０月１５日
（木）、佐賀市の「佐賀総合庁舎」で開催され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、「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３条の規定による許可申請について、１件、１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、１
件、１筆の申請がございましたので、承認を求めます。
　それでは、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、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）

　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４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４条の規定による農地等の転用許可について、１件、
１筆の申請がございましたので、承認を求めます。

議　事　録
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　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、申請者は親の代から申請地を駐車場等として利用
してこられましたが、農地転用申請が必要であることが判明したということ
で、住宅敷地の拡張として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
は、敷地内の北側水路に放流される計画となっております。また、既に駐車場
等として利用されているため顛末書も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。
　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。こちらは、農業委員会勉強会の時に皆様にお配りし
ている農業委員会研修テキストシリーズ２の農地法から抜粋したものです。

　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、今回の申請が住宅敷地の拡張ということで、周辺の他の土地に立地するこ
とが困難なことから「第３種農地に立地困難な場合等に許可」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、２番委員、どうぞ。

２番委員 　１０月１４日に事務局、会長、８番委員と現地を確認しました。申請地に
は、昔、使用されていたみかん小屋があり、畑もされていたそうですが、道路
からの雨水が流れ込むために、かさ上げをされたそうです。住宅地の中にある
土地なので、区長、生産組合長からも排水に問題はないということでした。以
上です。

議　長 　ただ今、２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）

　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、当委員会で許
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。
　議案第３号、農地法第５条の規定による転用許可申請について、８件、１１
筆でございます。
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　議案第３号、番号１から番号８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 　それでは、３ページ、４ぺージをお願いいたします。
　議案第３号、農地法第５条の規定による賃借権設定に係る一時転用許可申請
について、８件、１１筆の申請がございましたので、承認を求めます。なお、
議案第３号、番号１から番号８の案件につきましては、関連することから一括
してご説明させていただきます。

　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ページから６ページをご参照願います。
　４ページをお願いします。
　この案件につきまして、申請者は九州自動車道 （仮称）味坂スマートイン
ターチェンジ　建設事業において、該当地を工事用の仮設道路及び建設資材、
残土置場として一時的に使用するために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、甲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、参考事項の一時転
用の期間は令和３年１月１日から令和５年１２月３１日までとなっており、一
時転用が終わった後の現況復旧についての確約書も添付されています。

　また、排水計画の雨水は自然流下及び東側既存水路に放流される計画となっ
ております。なお、資金証明については、有価証券報告書の写しが添付されて
います。

　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。
　６ページの土地利用計画図の中に残土・表土置場とありますが、一時転用す
る農地の全体の表土を２０㎝から３０㎝剥がす計画となっております。表土を
剥いだ後にはシートを全体に張って表土・資材置場及び仮設道路として使う計
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。
　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甲種農地の部分
をご覧ください。
　申請地は、「集団農地で高性能農業機械での営農可能農地」に該当すること
から甲種農地と判断しております。
　次に、甲種農地は右側に記載されています立地基準では原則不許可となって
おり、その右側の一般基準では「一時転用の場合に農地への現状回復が確実と
認められない場合」は不許可となっておりますが、今回の申請が九州自動車道
のスマートインタ―チェンジ建設に伴い一時的に仮設道路及び資材置場として
利用され、現状回復も確実と認められることから「仮設工作物の設置その他の
一時的な利用に供するために行うものであって、当該利用の目的を達成する上
で当該農地を供することが必要であると認められるもの」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３号、番号１から番号８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、３番委員、どうぞ。
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３番委員 　１０月１４日に会長及び事務局長、事務局と７番委員と現地を確認しまし
た。○○地区におきましては、今、国道３号線の拡張、味坂スマートインター
工事等、ご存知のとおり次々と行われております。その中で、この案件につき
まして、現地を見せていただきまして、申請地は福岡県側に近いところに位置
します。この図にありますように、既存水路の東側が福岡県になりますが、
ちょうど県境に溝がありまして、排水関係につきましては、そちらに流すとい
うことでした。転用につきましては、現況復旧確約書が添付されているという
ことですので、あとは、農作業等に邪魔にならなければいいのではないかと思
います。以上です。

議 長 　ただ今、３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）

　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から番号８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４号を議題といたします。
　農用地利用集積計画について、３５件、１００筆でございます。
　議案第４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 　５ページから２０ページをお願いいたします。
　議案第４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、３５件、１００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、１８ページの農用地利用集積計画集計表と２０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、１８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、１３２，８８５㎡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
６５件、９９，５０４㎡、使用貸借権が２９件、３３，３８１㎡となっており
総合計９４件、１３２，８８５㎡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３２名、借人１９名、申請件
数は３２件となっております。
　続きまして、２０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８，８４２㎡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６件、８，
８４２㎡、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３名、借人１名、となってお
り、申請件数は３件となっております。
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　１８ページの農用地利用集積計画集計表と２０ページの農地中間管理機構と
の賃借である同表の合計といたしましては、本日お配りしている農地利用集積
計画集計表をご覧ください。

　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、１４１，７２７㎡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７１件、１０８，３４６㎡、使用貸借権が２９件、３３，３８１㎡となって
おり、総合計１００件、１４１，７２７㎡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３５名、借人２０名、申請件
数は３５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４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、議案第４号、番号１から番号３５の案件
について、審議を求めます。

（「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４号、番号１から番号３５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。
　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、２１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、
２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、２２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所有権移転に係る届出につ
きまして、７件、８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、２３ページから３１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、
３４件、７１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。
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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 　資料３をお願いします。農地移動あっせん希望一覧をご覧ください。
　今回、農業委員会に農地の売却についてのご相談を受けましたので、農業委
員の皆様にも、ご報告させていただきます。
　所有者は、○○町の○○様でこの方の所有されている農地をすべて売却した
いとういう相談を受けました。農地は○○町で、２ページ３ページに位置図を
つけています。農地の購入を検討されている方がいらっしゃれば、あっせんし
ていただくようにお願いいたします。ちなみに、この所有者は後継者がおられ
ず、このような相談を受けています。売買に関する内容の詳細は、まだ、これ
からになります。
　今後、このようなご相談が増えると考えられますので、農業委員の皆さまの
ご協力をよろしくお願いいたします。以上です。

　続きまして、資料４の１と２をお願いします。
今年の８月、９月に各地区の農業委員、推進委員さんと一緒にパトロールし

ていただいた遊休農地です。
資料４の１が遊休農地リストになっています。資料４の１の１ページをご覧

ください。このリストの見方としては、所在地・地目・面積・所有者・地区と
ありまして、右側に別紙地図の１ページとなっています。この別紙地図が資料
４の２になっておりまして、この1ページ目をご覧ください。この地図の赤で
囲っているのが、該当する農地で、ナンバー１からナンバー１０までがこの１
ページにあるという見方になっています。地図は少し見づらいかもしれません
が、この地図で位置等を確認していただくようになっています。詳細が分かり
づらいということであれば、事務局にお尋ねください。

また、このリストを見て、遊休農地の漏れがあるとか、その後に貸し出され
たとか、耕作されているとか、日頃のパトロールでこのリスト以外にもあると
かあれば、事務局に報告をお願いいたします。

今後の活動としては、前年度のリストで耕作するという意向であったのに耕
作されていないものや、今年度のリストをもとに、委員の皆さんと一緒に今後
の意向の調査ということで、所有者の自宅訪問等を考えていますので、よろし
くお願いいたします。日程調整等はさせていただきます。

意向調査をして所有者が貸したいとなった場合は、委員の皆さまが地元の農
家さんと繋げていくという活動になりますので、よろしくお願いします。

もう１つ、遊休農地とは別ですが、毎年１２月に非農地の判断ということ
で、山林化しているところを農地から落とす作業をしています。これは、地区
としては、田代、麓、旭地区で、前回も一度見に行ったところを再度見直し
て、定例委員会の前に調査するという作業をしたいと思っています。これにつ
いても日程調整させていただきたいと思っていますので、よろしくお願いしま
す。以上です。

議 長 　委員の皆さまから、何かありませんか。
　はい、１番委員、どうぞ。

１番委員 　遊休農地の所有者に対して、毎年文書を送っているということですか。

事務局 　そうです。意向調査をしています。

１番委員 　はい、分かりました。
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議 長 　ほかに、ございませんか。
　はい、１番委員、どうぞ。

１番委員 　遊休農地は増えてきているのですか。

事務局 　はい、通算すると増えてきています。今年は少し多かったです。

１番委員 　最終的には、農業委員会もですが、農林課も鳥栖市として減らすように努力
はしなければならないということですよね。

事務局 　そうですね。

議 長 　ほかに、ございませんか。

（ありません）

　次回の鳥栖市農業委員会定例委員会は、令和２年１１月２０日（金)、
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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