
令和３年２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２月１９日（金）

　開会　　午前９時３０分

　閉会　　午前１０時１１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

　　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３条の規定による許可申請について ５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 １５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 ３件

　　報告第３号　農地法第１８条の規定による届出について ５件

５．農業委員会事務局職員

　倉　地　信　夫  久 保 山　智 博

　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３年２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。
　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、５件、８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、
５件、８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。

事務局 　議案第１号、番号２の案件につきましては、申請地は譲受人の所有している
畑と隣接している農地であり、経営規模拡大を考えていた譲受人からの要望に
よる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。

議事録
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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、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。
　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。
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　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５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。
　譲受人の世帯で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、２筆
でございます。
　それでは議案第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条の規定による農地転用許可について、使用貸借権
設定に係るものが１件、２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、申請者は本年秋の市議会議員選挙に立候補される
予定であり、またその後の国政等の選挙の活動に利用できる後援会事務所を建
設するために一時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、西側の既存道路側溝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、口座残高の写しが添付されております。
　一時転用期間は令和３年３月１日から、令和７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。
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　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「○○駅から概
ね３００ｍ以内」にあることから第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、テキストの右側に記載されていますが、
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、６番委員どうぞ。

６番委員 　６番の○○です。
この件について現地確認ということで、２月の１２日に、会長、○○委員、

○○推進委員と私と事務局で、現地確認をしました。

　これは永久じゃなく、資料の中にもありますように、
令和７年の１２月３１日までということでありますので、問題ないということ
で報告をいたします。

議　長 　ありがとうございました。ただ今６番委員より一時転用ということで問題は
ないと説明がありましたが、他にご意見などありますでしょうか。

（「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。
　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１５件、３２筆でございますが番号２につきま
しては、利用権設定を設定する○○さんが書類の提出後にお亡くなりになられ
ました。改めて、相続人から書類を提出していただくことになりましたので、
今回の議案から削除をお願いします。それに伴い７ページの集計表を修正して
本日、配布いたしております。

　それでは、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 　まず、議案の表紙裏の一覧表の修正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いて」、「１５件　３２筆」とあり
ますが、「１４件　３１筆」に修正をお願いします。
　それでは３ページから７ページをお願いいたします。７ページは、本日配布
いたしておりますものをご覧ください。
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　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１４件、３１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、本日配布いたしております
７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。
　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３５，４２２㎡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２３件、
３５３０㎡、使用貸借権が４件、４，８９２㎡となっており、
総合計２７件、３５，４２２㎡となっております。

　次に２の所有権移転につきましては設定件数は４件となっており、
地目「田」の設定面積は１１，１７０㎡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１０名、借人８名、
渡人４名、受人４名、申請件数は１４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。
　議案第３号、番号１３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、８番委員の退席を求めま
す。

（８番委員退席）

　議案第３号、番号１３案件について、質疑を求めます。

（「異議なし」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３号、番号１３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。
　８番委員の入席を求めます。

（８番委員入室）

　次に議案第３号、番号１３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。
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　議案第３号、番号１３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、８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。

　議案第４号、番号１は○○地区の○○町の案件でございますので、○○農業
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）

　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、９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、３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ページをお願いします。
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　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、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、１１ページと１２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、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、２番委員どうぞ。

２番委員 　〇〇の開発の件はどうなっていますでしょうか。

議　長 　事務局どうぞ。

事務局 ○○町の○○の開発につきましては、今回の議案に間に合うように２月の上
旬に持って来られましたが、その時こちらのお願いしていた分の書類がなかっ
たので受け取りを拒否しました。

書類が揃っていて申請書が適切であれば受け付けないといけないとは思って
いたのですが、持って来られたのが市街化区域の届出でしたので、（申請地は
市街化調整区域ですので）受け取りを拒否いたしました。

もうひとつは、今回建物を日用品の販売で建てるという事でしたが、そう
いった場合は開発の申請も同時に出していただいているんですが、そちらはま
だ全然手続きをされていないということでしたので、申請にも不備があったと
いうことでも受け取りを拒否しております。以上です。

議　長 　ありがとうございます。他にございますでしょうか。
　はい、８番委員どうぞ。

８番委員 ８番の○○です。今の件に関してですが、結局事務局は書類が全て揃ってい
れば受け付けるわけなのでしょうか。例えば、○○地区の同意なのか印鑑なの
か知らないけれども、下流の方までちゃんと了解をとらないと受け付けないの
か。

議　長 　事務局どうぞ。

事務局 排水の同意につきましては、○○地区の分はいただいてありました。ただ、
隣接して○○地区にも排水が流れているということで、○○地区のほうも同意
をとっていただくようにお願いしているところです。

８番委員 今の件で言えば、○○地区の区長の同意がなければ受け付けないということ
でよろしいでしょうか。

事務局 申請が出た場合はですね、私としては受け付けないといけないかなとは思っ
ておりますが、議論の中でそれが適切かどうか判断していただくことになるか
と思っております。
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議　長 　他に、ありますでしょうか。
　はい、２番委員どうぞ。

２番委員 ２番の○○です。業者の方がみえまして、業者の方が言うには「県に話をし
に行った際に調整区域での企業の開発を県は止めないのでどんどん開発を進め
ていい」と言われたと説明されたんですけれども、いかがでしょうか。

議　長 　事務局どうぞ。

事務局 その申請書を持って来られた後の案件ですが、都市計画の開発も出してくだ
さいということで言っておりますので、それは業者の方も再度県に相談してあ
るみたいです。

県の回答としては、日用雑貨の店舗については基本的に５００㎡以内で認め
るということです。ですが今回の申請は２０００㎡以上と大幅に超えています
ので、ここは無理ですという回答を業者にはされていると聞いております。

議　長 　ありがとうございます。他にございますでしょうか。
無いようですので、私の方からお知らせです。例の新産業集積エリアの件で

ございますけれども、皆さん御存じかと思いますが契約が出来ていない方が
２名ということでお伺いをいたしております。

そもそも、契約自体、すぐできるのか、１年後なのかわかりませんけれど
も、うちのほうでは議会答弁として、受け付けは厳しいというような答弁をい
たしております。しかし、ただ断るばかりではなく、状況を見ながら、「こう
来たらこういう判断というようなこと」など、その辺のやりとりの仕方を考え
ておいたほうがいいのかな、と思っているところでございます。

ただ、商工振興課から農業委員会に何ひとつ報告もないし、相談もないとい
うのが現状でございます。向こうはそれでいいのかという考えを持ってるかは
わかりませんけれどもですね。

その辺の準備も幾らか、整理をしておいたほうがいいということで、直ちに
ということではございませんけれども、その辺の整理をしていきたいというこ
ともちょっと考えているところでございます。

　以上でございます。
　はい、１番委員どうぞ。

１番委員 　１番○○です。これ面積については公表できますか。

議　長 　私もただ２名というだけしか情報を聞いておりません。

１番委員 　わかりました。

議　長 それと、つけ加えまして、例年新産業集積エリア内の草刈りを地元で行って
いただいておりましたけれども、今年度につきましてはコロナ禍でもあるとい
うことで、地元の方が一堂に会することがないようにという考えのもとから、
造園業者のほうに草刈りの委託発注をなされているようでございます。

草刈りというのはもう少し早めにするのが、本来、正解かもしれませんけれ
ども、遅れながらも今草刈りの発注をしたというようなお話を聞いているとこ
ろでございます。以上でございます。
　事務局から、何かありませんか。

事務局 （事務連絡は無し）
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議　長 　次回の鳥栖市農業委員会、定例委員会は令和３年３月１９日、金曜日、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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