
令和３年１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３年１月２０日（火）

　開会　　９時３０分

　閉会　１０時０７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

　　１番　有馬　秀利　委員　　２番　大石　則子　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 ６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 ３件

　　議案第３号　農用地利用集積計画について ９件

　　議案第４号　農地移動適正化あっせん事業について １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 ６件

　　報告第３号　農地法第１８条の規定による届出について ８件

５．農業委員会事務局職員

　倉　地　信　夫　　　 久 保 山　智 博　　　　石　松　智　美

　江　田　征　樹

６．その他出席

番号 推　進　委　員　氏　名 出 欠

12 久　保　貞　巳 出

13 手　島　健次郎 出

14 篠　原　浩　二 出

15 久　保　久　吉 出

16 内　田　信　久 出

17 佐　藤　晴　輝 出

18 原　　　英　樹 出

19 松　雪　昭　俊 出

20 鳥　飼　紀　雄 出

21 天　本　幸　春 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



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３年１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１番委員と議席番号２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アールを超える転用案件については、佐賀県農業会議に意見を聴くこと
が義務付けらていますので、本日の審議に先立ち１月１５日（金）佐賀市の県
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、議案第２号、
番号１の案件についてお諮りしたところ「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、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、６件、１１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、
６件、１１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、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）

　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。

議事録

3 



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、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４、番号５、番号６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。
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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、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４、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、３件、６筆
でございますが、番号３につきましては、計画変更のため、取下げられまし
た。

　それでは、まず議案第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 　議案第２号、農地法第５条の規定による農地転用許可について所有権移転に
係るものが、１件、４筆、使用貸借権設定に係るものが、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、３ページをお願いいたします。
　議案第２号、番号１の案件につきましては、農地法第５条の規定による所有
権移転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
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○○市において高齢者福祉事業を行って
おり、４月から保育園を開園する予定であり、申請地を高齢者のリハビリ活動
及び保育園の園児の課外活動のための広場として利用するため、農地転用申請
をされたものです。

　農地区分につきましては、第２種農地及び第３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、参考事項の排水計
画の雨水は敷地内の溜枡を経由し、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、資金計画については通帳のコピー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。
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　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種農地及び第３種農地の部分をご覧ください。
　申請地は、４筆のうち南側道路に接しない２筆が、「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」であることから、
第２種農地、道路に接している２筆が、「都市的整備がされた区域内の農
地」、具体的には、「水道、下水道管が埋設されている道路の沿道の区域で、
かつ、概ね５００ｍ以内に２以上の教育施設、医療施設が存する」ことから、
第３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テキストの右側に記載されていますが、
第２種農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」に該当し、また、第３種農地
は、「原則許可」、であ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。

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。

１０番委員 　担当委員として一言申し添えいたします。
　１月４日、会長と私と推進委員、事務局で現地を確認いたしました。
　今回の申請地は、数年前から耕作はされておらず雑草などが茂っており、
周辺の住宅に害虫や小動物の被害があっているような農地です。
　今回の農地転用について、地元も説明を受けられており、生産組合長及び
水利組合長の同意も得てあります。

これらの点から、今回の農地転用の申請で、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ないと思われます。
　担当委員からの意見といたします。

議　長 　ありがとうございます。他にご意見ございますでしょうか。
　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２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、４ページをお願いいたします。
　議案第２号、番号２の案件につきましては、農地法第５条の規定による使用
貸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ページから６ページをご参照願います。
　別冊資料１の４ページをお願いします。
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　この案件につきましては、申請者は現在賃貸住宅に親子４人で居住されてお
り、子供たちの成長により手狭になってきたことや、高齢になってきたご両親
をみていきたいということで当該地に分家住宅を建設するために、転用申請さ
れたものです。

　農地区分につきましては、第３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排水計画
の雨水は北側の既存水路に放流、生活排水は公共下水道に接続される計画と
なっております。
　また、資金計画については融資証明書が添付されており、開発行為許可申請
は済まされております。

　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。
　次に、農地区分及び許可の基準について説明いたします。
　「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３種農地の部分をご覧ください。
 申請地は、「都市的整備がされた区域内の農地」、具体的には、「高速自動
車国道のインターチェンジから概ね３００ｍ以内」の農地であることから、
第３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３種農地の右側に記載されています
が、「原則許可」であ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、１０番委員。

１０番委員 　担当委員として一言申し添えいたします。
こちらも１月４日、会長と私と推進委員、事務局で現地を確認いたしまし

た。
　今回の申請地は、○○町の集落に隣接している農地でございます。
　生産組合長及び水利組合から転用についての同意も得てあります。

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、
農地転用について問題等はないと思われます。
　以上、担当委員からの意見といたします。

議　長 　ありがとうございます。他にご意見ございますでしょうか。
　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。
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　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、９件、１８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 　５ページから１０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、９件、１８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、７ページ、９ページ及び１０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、７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、２２，１２４㎡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
１４件、１９，２２９㎡、使用貸借権が３件、２，８９５㎡となっており総合
計１７件、２２，１２４㎡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８名、借人６名、申請件数は
８件となっております。
　続きまして、９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２，３４２㎡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、２，３４２㎡、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。
　１０ページをご覧ください。このページは７ページと９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」の設定面積
は記載のとおりでございまして、合計が２４，４６６㎡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
１５件、２１，５７１㎡、使用貸借権が３件、２，８９５㎡となっており、総
合計１８件、２４，４６６㎡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９名、借人７名、申請件数は
９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４、番号５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)

　議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４、番号５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４、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、議案第３号、番号４、番号５を除く案件について、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４、番号５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号を議題といたします。
　議案第４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、１件、１筆でございます。
　事務局の説明を求めます。

事務局 　それでは、１１ページをお願いします。
　議案第４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、
１件、１筆のあっせんの申出がございました。
　それでは、議案第４号、番号１について、ご説明いたします。

　詳細については、別冊資料２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ページの地図のとおりでございます。ご確認をお
願いします。
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　議案第４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。

　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４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４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。
　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、１２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、１３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、５件、７筆、次に１４ページになりますが使用
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、１５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、
８件、１５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。

（「ありません」と呼ぶ者あり ）

　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２月１９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。
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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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