
令和３年３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３月１９日（金）

　開会　　午前９時３０分

　閉会　　午前１０時１３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　　４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
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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 ３件

　　議案第２号　農用地利用集積計画について １７件

　　議案第３号　非農地の認定について ２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

　　議案第５号　下限面積（別段の面積）の設定について

　　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 ２件

　　報告第３号　農地法第１８条の規定による届出について ６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３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。
　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、３件、４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、
３件、４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,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。

議事録
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　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２号を議題といたします。
　農用地利用集積計画について、１７件、２７筆でございます。
　議案第２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 　議案第２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１７件、２７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、５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２８，３２９㎡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
９件、１５，０６７㎡、使用貸借権が９件、１３，２６２㎡となっており、総
合計１８件、２８，３２９㎡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９件となっており地目
「田」「畑」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
計が１２，８２７㎡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１４名、借人１３名、
渡人２名、受人３名、申請件数は１７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２号の案件についての説明とさせていただきます。

4 



議　長 　事務局の説明が終わりましたので、議案第２号を審議いたします。
　議案第２号、番号１６、番号１７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順次委員の退席を求め
ます。

　それでは、初めに番号１６の案件について審議いたしますので９番委員の退
席を求めます。

（９番委員退席）

　議案第２号、番号１６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２号、番号１６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。
　９番委員の入席を求めます。

（９番委員入席）

　次に議案第２号、番号１７の案件について、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２号、番号１７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２号、番号１７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）

　次に番号１６、番号１７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。
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　議案第２号、番号１６、番号１７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３号を議題といたします。
　議案第３号、非農地の認定について、２件、２筆であります。
　事務局の説明を求めます。

事務局 　それでは、議案書の６ページをお願いします。
　議案第３号、非農地の認定について、２件、２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、昨年１２月の定例委員会で議題に上げて
おりましたが、保留になっていたため再度地元の委員さんと現地を確認しまし
たので、非農地の認定を求めるものでございます。
　お手元の資料１、非農地認定位置図も合わせてご覧ください。農地の位置に
ついては広域図、拡大図のとおりでございます。ご確認をお願いします。

　この農地の現況は樹木が茂っており、農地外と判断したものです。
　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３号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 　２番の○○です。昨年１２月の定例会で保留いたしました農地２件、改めて
２月２４日に事務局と現地を確認してまいりました。現地は耕作を放棄してあ
る状態であり、進入路等もなく農地としての利用は不可能であると判断いたし
たしました。以上地区担当委員の意見となります。

議　長 　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３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）

議　長 　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、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、２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、７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、２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。
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　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）

　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承認することに決定いた
しました。
　次に、議案第５号を議題といたします。
　議案第５号、下限面積、別段の面積の設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 　議案の説明に入る前に、まずこの「下限面積」について説明いたします。
　本日お持ちいただいております「農業委員会研修テキストシリーズ②」の
１１ページをご参照ください。
　下限面積要件につきましては、都府県は原則５０ａ、北海道は２ｈａ以上と
されておりますが、地域の実情を踏まえて農業委員会の判断でこれよりも小さ
い面積を「別段の面積」として設定することが可能であり、一番下にあります
ように農業委員会の業務として「下限面積が適切かどうか」を毎年確認するこ
とになっております。

　では、議案書の８ページをお願いします。
　議案第５号、下限面積、別段の面積の設定について、承認を求めます。
　下限面積の設定内容としては１．農地を取得しようとする場合現行どおり下
限面積は５０ａとする。２．空き家に付随した農地を取得しようとする場合下
限面積、別段の面積は１㎡とする。

　設定理由は、１．に関しましては鳥栖市は自然的経済的条件から判断して営
農条件がおおむね同一地域と判断されます。また、本市は担い手への農地の集
積が進んでおり、下限面積を引下げ小規模でも農業参入ができるようにする
と、今後担い手への集積に支障をきたすと考えられるため、下限面積を現行ど
おり５０ａとしたいと思います。

　２．に関しましては、空き家に付随した農地を取得する場合、新たな担い手
へ農地の権利移動を行なえるようにすることにより、その位置・形状等の条件
から耕作放棄地の発生防止・解消及び定住促進にもつながることから下限面
積、別段の面積を１㎡とすると判断しております。

　以上、議案第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、３番委員どうぞ。
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３番委員 　３番の○○です。テキスト１２ページの別段面積設定基準に「上記の規定に
関わらず新規就農を促進するために適当と認められる面積を１０ａ未満であっ
ても設定することができます」とあります。例えば公共事業に引っかかった場
合に５反要件を満たさなくなることもあります。今、法人化等出来上がってい
るなかで５反要件に満たなくなる、法人に加入して農業従事者ではなくなった
が従事分量配当で法人の中で農業をしている場合、引っかかった分の代替え地
を買う場合にも５反要件があるのか教えてもらいたいです。

議　長 　事務局どうぞ。

事務局 　まず○○地区の場合は、ほとんどの農地が調整区域にかかると思います。調
整区域の場合は経営基盤強化促進法を適用することができますので、利用権設
定の手続きで所有権の移転をすることが出来ます。この場合は５反要件はあり
ませんので、その方法で代替え地の取得が可能と考えております。ただ、市街
化区域については適用することができませんので、農地法３条の規程に基づ
き、５反要件を満たさないといけないことになっております。以上です。

３番委員 　わかりました。５反要件はそのような場合でもあるということですね。

議　長 　他にはございませんか。
　はい、５番委員どうぞ。

５番委員 　５番の○○です。設定理由２のところに「その位置、形状等の条件から耕作
放棄地の発生防止解消につながる」とあるんですけれども、もう少しかみ砕い
てご説明いただけないでしょうか。

議　長 　事務局どうぞ。

事務局 　これは空き家バンクに登録をされた農地の取得を指しているわけです。よく
あるのが家の囲いの中に農地がある場合です。家は取得できてもこの囲いの中
の農地を他人が取得するのは困難ですので、空き家を取得した方がその農地を
耕作するのが適当だということを指しております。以上です。

５番委員 　わかりました。

議　長 　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）

議　長 　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。
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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。
　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、使用貸借権設定に係るものが、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、１１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、
６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。（「以前、勉強会を
開いてもらうようにお願いしていましたが、その後、新委員さん達で農地法違
反について意思統一のための協議などはありましたでしょうか。」と呼ぶ者あ
り）

　その件につきましては、本日、意思統一をしようという協議を終了後に予定
しておりました。しかし、資料等の関係上、一か月先延ばしにさせていただき
ました。この予定していたものが意思統一のための協議という事でしたので、
その間に意思統一の協議はしておりません。（「市のだらだらとした戦術には
乗らずにもっと農業委員会として指導等してもらいたい。農業委員、推進委員
が同じ考えでないと地元にも説明できない。市に無視されて○○町の人間は
困っている。あの土地はまだ○○町の農地のはずだが、新産業集積エリアとし
て市は自分たちの勝手にできると考えているように感じる。農業委員会として
ちゃんとしてほしいと思います。」と呼ぶ者あり）

　ありがとうございます。予定していた協議につきましては申し訳ありません
でした。資料が出来ましたら、通常の議案と一緒に送らせていただきますの
で、しっかり目を通していただいて協議に入りたいと思っております。

　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４月２０日火曜日、
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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