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第115回佐賀市農業委員会農地部会議事録 

 

 日  時  平成27年４月16日(木) 午前９時30分～午前11時25分 

 場  所  佐賀市大和支所  ２階第２会議室 

 出 席 者  別紙名簿のとおり 

 次  第  １．開 会 

２．報 告 

  第１号 使用貸借解約通知 

  第２号 形状変更届 

  第３号 農地法第３条の３第１項届出 

３．局長専決処分報告 

  第１号 農地法第４条による届出 

  第２号 農地法第５条による届出 

４．議 案 

  第１号議案 取消願（農地法第５条の規定による許可） 

  第２号議案 農地法第18条合意解約通知 

  第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

  第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

  第５号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

  第６号議案 買受適格証明願（耕作目的） 

  第７号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

  第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

  第９号議案 平成26年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

（案） 

  第10号議案 平成27年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案） 

５．閉 会 
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午前９時30分 開会 

○農地部会長（大園敏明君） 

 皆様、改めましておはようございます。４月も半ばとなりましたが、まだ天候的に不順な

天気が続いています。皆様、体には十分注意をして、農作業等をやっていただきたいと思い

ます。 

 本日は、本年度初めての農地部会ということでございまして、皆様方、御審議をよろしく

お願いいたします。 

 先ほどの局長報告どおり、本日の出席委員は18名で、定足数に達しておりますので、ただ

いまより第115回佐賀市農業委員会農地部会を開会いたします。 

 それでは、本日の付議すべき事項としては、報告第１号 使用貸借解約通知９件、報告第

２号 形状変更届１件、報告第３号 農地法第３条の３第１項届出10件、局長専決処分報告

第１号 農地法第４条による届出５件、局長専決処分報告第２号 農地法第５条による届出

８件、議案といたしまして、第１号議案 取消願（農地法第５条の規定による許可）１件、

第２号議案 農地法第18条合意解約通知26件、第３号議案 農地法第４条の規定による許可

申請６件、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請24件、第５号議案 農地法第３条

の規定による許可申請12件、第６号議案 買受適格証明願（耕作目的）２件、第７号議案 

農用地利用集積計画（案）所有権移転11件、第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権

設定151件、第９号議案 平成26年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）

１件、第10号議案 平成27年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）１件、以上と

なっております。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 また、現地調査につきましては、南部調査会が４月９日、北部調査会が４月10日、調査会

につきましては、南部調査会が４月13日、北部調査会が４月14日に開催しておりますことを

御報告いたします。 

 会議に入る前にお断りいたします。議事進行上、発言される場合は挙手をして、部会長が

指名してから発言してください。 

 また、携帯電話をお持ちの方は、電源を切るか、マナーモードにしてください。 

 なお、本日の議事録署名委員には、佐賀市農業委員会会議規程第12条第２項の規定に基づ

き、10番委員の山口明委員、18番委員の増田実委員の両名を指名いたします。 

 それでは、これから審議に入りますが、報告及び局長専決処分報告は案件ごとに一括審
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議・一括採決し、議案は案件の審議番号ごと、かつ調査会ごとに審議・採決をいたします。 

 ただいまから報告及び局長専決処分報告の審議を行います。 

 議案書１ページから３ページまでをお開きください。 

 

      報告第１号 使用貸借解約通知 

            １・２・３・４・５・６・７・８・９ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 報告第１号 使用貸借解約通知、審議番号１番から９番までの９件を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この９件について、通知どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、報告第１号 使用貸借解約通知、審議番号１番から９番ま

での９件については、通知どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書４ページをお開きください。 

 

      報告第２号 形状変更届 

            １ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 報告第２号 形状変更届、審議番号１番を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、届出どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、報告第２号 形状変更届、審議番号１番については、届出

どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書５ページから７ページまでをお開きください。 

 

      報告第３号 農地法第３条の３第１項届出 

            １・２・３・４・５・６・７・８・９・10 

○農地部会長（大園敏明君） 

 報告第３号 農地法第３条の３第１項届出、審議番号１番から10番までの10件を議題とい

たします。 

 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この10件について、届出どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、報告第３号 農地法第３条の３第１項届出、審議番号１番

から10番までの10件については、届出どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書８ページ及び９ページをお開きください。 

 

      局長専決処分報告第１号 農地法第４条による届出 

                  １・２・３・４・５ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 局長専決処分報告第１号 農地法第４条による届出、審議番号１番から５番までの５件を

議題といたします。 

 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この５件について、届出どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、局長専決処分報告第１号 農地法第４条による届出、審議

番号１番から５番までの５件については、届出どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書10ページから12ページまでをお開きください。 

 

      局長専決処分報告第２号 農地法第５条による届出 

                  １・２・３・４・５・６・７・８ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 局長専決処分報告第２号 農地法第５条による届出、審議番号１番から８番までの８件を

議題といたします。 

 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この８件について、届出どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、局長専決処分報告第２号 農地法第５条による届出、審議

番号１番から８番までの８件については、届出どおり承認することに決定しました。 

 ここから議案の審議を行います。 

 議案書13ページをお開きください。 

 

      第１号議案 取消願（農地法第５条の規定による許可） 

            １ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第１号議案 取消願（農地法第５条の規定による許可）、審議番号１番を議題といたしま
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す。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 第１号議案 取消願（農地法第５条の規定による許可）、審議番号１番につきまして、北

部調査会において審議しましたところ、異議なしということで、願出どおり承認することで

部会へ送ることに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、願出どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第１号議案 取消願（農地法第５条の規定による許可）、

審議番号１番については、願出どおり承認することに決定しました。 

 議案書14ページから18ページまでをお開きください。 

 

      第２号議案 農地法第18条合意解約通知 

            １～23 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第２号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号１番から23番までの23件を議題といた

します。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 
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 第２号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号１番から23番までにつきまして、南部

調査会において審議しましたところ、異議なしということでございましたので、通知どおり

承認することで部会へ送ることに決定したものです。 

 なお、各案件は農地法第18条第１項第２号に規定されているとおり、「引渡し日６ヶ月以

内に成立した合意解約で、その解約事由等が書面により明らかである」ことを確認しており

ます。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆様にお諮りいたします。 

 この23件については、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この23件について、一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この23件について、通知どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第２号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号１番か

ら23番までの23件については、通知どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書18ページ及び19ページをお開きください。 

 

      第２号議案 農地法第18条合意解約通知 

            24・25・26 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 第２号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号24番から26番までの３件を議題といた

します。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 第２号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号24番から26番までにつきまして、北部

調査会において審議しましたところ、異議なしということで、通知どおり承認することで部

会へ送ることに決定したものです。 

 なお、各案件は農地法第18条第１項第２号に規定されているとおり、「引渡し日６ヶ月以

内に成立した合意解約で、その解約事由等が書面により明らかである」ことを確認しており

ます。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆様にお諮りいたします。 

 この３件については、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この３件について、一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この３件について、通知どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第２号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号24番か

ら26番までの３件については、通知どおり承認することに決定しました。 
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 次に、議案書20ページをお開きください。 

 

      第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

            １・２ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請、審議番号１番及び２番の２件を議題と

いたします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請、審議番号１番、２番につきまして、南

部調査会において審議しましたところ、異議なしということでございましたので、申請どお

り許可相当として部会へ送ることに決定したものです。 

 審議番号１番は、転用目的が「農家住宅」の農振除外の決定を経た追認案件で、申請人は、

約2.3haを耕作されていますが、平成９年のほ場整備事業により、自宅敷地の隣に換地され

た申請地を宅地と思い込み、進入路等として現在まで利用してきたもので、今般、適法化す

るために転用申請されたものです。 

 地区農業委員の説明等から、転用実施の確実性、転用面積の必要性や、周辺への被害防除

計画等に問題ないことを確認し、許可なく転用したことについても悪意は認められず、許可

相当と判断したものです。 

 農地区分は、「特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地」であり、第１種農地

イの（ア）のｂ。 

 許可基準は、「既存の施設の拡張（拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面

積の２分の１を超えないものに限る）」に該当するため、第１種農地イの（イ）のｅの

（ｅ）と決定しております。 

 審議番号２番も、転用目的が「農家住宅」の農振除外の決定を経た追認案件で、申請人は、

約1.6haを耕作されていますが、農業用機械の大型化により自宅敷地が狭くなったため、手

続を経ないまま、申請地を自宅敷地の一部として利用してきたもので、今般、適法化するた

めに転用申請されたものです。 
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 地区農業委員の説明等から、転用実施の確実性、転用面積の必要性や、周辺への被害防除

計画等に問題ないことを確認し、許可なく転用したことについても悪意は認められず、許可

相当と判断したものです。 

 農地区分は、「概ね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地で、その区画の面積、

形状、傾斜等から高性能農業機械による営農に適するもの」であり、甲種農地ウの(ア)のａ。 

 許可基準は、「既存の施設の拡張（拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面

積の２分の１を超えないものに限る）」に該当するため、甲種農地ウの（イ）のｄと決定し

ております。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、これより審議番号１番について、質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに御異議ござい

ませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請、審議番

号１番については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決定しました。 

 次に、審議番号２番について、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに、御異議ござ

いませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請、審議番

号２番については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決定しました。 

 次に、議案書21ページ及び22ページをお開きください。 

 

      第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

            ３・４・５・６ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請、審議番号３番から６番までの４件を議

題といたします。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請、審議番号３番から６番までにつきまし

て、北部調査会において審議しましたところ、異議なしということで、申請どおり許可相当

として部会へ送ることに決定したものです。 

 審議番号３番は、転用目的が「農家住宅」の農振除外の決定を経た追認案件で、申請人は、

およそ9.7haを耕作されていますが、今般、自宅敷地の調査をしたところ、自宅北側の合併

浄化槽部分及び西側農業用倉庫敷地等が違反していることが判明し、これらの敷地は今後も

営農を継続していく上で必要であるため、適法化するべく申請されたものです。 

 地区農業委員の説明等から、転用面積の必要性や被害防除計画等に問題ないことを確認し、

また、許可なく転用したことについても悪意は認められず、転用の必要性も認められたため、

許可相当と判断したものです。 

 農地区分は、「特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地」であり、第１種農地

イの（ア）のｂ。 

 許可基準は、「住宅その他周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な

施設で集落に接続して設置されるもの」に該当するので、第１種農地イの（イ）のｃの

（ｄ）と決定しております。 

 審議番号４番は、転用目的が「太陽光発電設備」の案件で、北部調査会委員による現地調

査を行い、北部調査会において申請人説明を求めました。 
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 申請人は、太陽光発電設備を建設し、売電することを計画したところ、申請地は周りに高

い建物等が無いため日陰になることもなく、発電効率が良いことから適地と判断し、転用申

請されたものです。 

 申請人に、転用実施の確実性や代替性、転用面積の必要性、周辺への被害防除計画等に問

題のないことを確認し、転用の必要性も認められたため、許可相当と判断したものです。 

 農地区分は、「中山間地域等に存在する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」であり、第２種農地カの（ア）。 

 許可基準は、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該当するた

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 審議番号５番は、転用目的が「植林」の農振除外の決定を経た追認案件で、申請地は山間

部に位置しており、日照が不足し、田としての利用が困難なため、転用申請されたものです。 

 地区農業委員の説明等から、被害防除計画等に問題ないことを確認し、許可なく転用した

ことについて悪意は認められず、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、「中山間地域等に存在する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」であり、第２種農地カの（ア）。 

 許可基準は、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該当するた

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 審議番号６番は、転用目的が「植林」の追認案件で、申請地は山間部に位置しており、日

照が不足し、畑としての利用が困難なため、転用申請されたものです。 

 地区農業委員の説明等から、被害防除計画等に問題ないことを確認し、許可なく転用した

ことについて悪意は認められず、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、「中山間地域等に存在する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」であり、第２種農地カの（ア）。 

 許可基準は、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該当するた

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、これより審議番号３番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに御異議ござい

ませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請、審議番

号３番については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決定しました。 

 次に、審議番号４番について、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。27番委員、

どうぞ。 

○27番（志津田和己君） 

 この太陽光発電の案件につきまして、今後の売電とか採算のめど、その辺がついているか

どうかを確認したいんですけど、よろしくお願いします。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 それでは、北部調査会長。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 事務局お願いいたします。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局どうぞ。 

○事務局（柴田洋平農地係主事） 

 こちらの太陽光発電設備につきましては、九電からの工事負担金請求書というものがつい

ております。また、今までどおりの全量買い取り制度での売電計画になりますので、９年間

で収益が発生する計画になっており、問題ないと思います。 

 以上です。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 27番委員。 

○27番（志津田和己君） 

 わかりましたけど、どういう場合に全量買取を行わないのか、御説明願いたいと思います。 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いします。 

○事務局（柴田洋平農地係主事） 

 今年１月の規則改正により全量買い取りじゃなくてもいいと、年間30日以上の買い取り制

限を設けていいとなっておりましたので、その規則改正後に契約を結ばれた分については、

年間30日以上の買い取り制限を受けると考えられます。 

○27番（志津田和己君） 

 わかりました。了解しました。どうもありがとうございます。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに御異議ござい

ませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請、審議番

号４番については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決定しました。 

 次に、審議番号５番について、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに御異議ござい

ませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請、審議番

号５番については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決定しました。 
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 次に、審議番号６番について、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに御異議ござい

ませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請、審議番

号６番については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決定しました。 

 次に、議案書23ページから26ページまでをお開きください。 

 

      第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            １・２・３・４・５・６・７・８・９・10 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番号１番から10番までの10件を議

題といたします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番号１番から10番までにつきまし

て、南部調査会において審議しましたところ、異議なしということでございましたので、申

請どおり許可相当として部会へ送ることに決定したものです。 

 審議番号１番から３番までにつきましては、転用目的が「条件付分譲住宅」の一部追認案

件で、一体案件のため一括審議・一括採決とし、南部調査会委員による現地調査を行い、南

部調査会において申請人説明を求めました。 

 申請人の説明によると、申請地は周辺に教育施設や医療施設等があり、周囲は閑静な集落

であることから、住宅地に適地と判断し、転用申請されたとのことです。 

 申請人に申請地東側の宅地内に設けられた排水路について確認したところ、問題なく排水
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できるように隣接宅地の所有者と協議を行うとの回答を得ました。 

 また、転用実施の確実性について確認したところ、事業計画どおり３年以内に転用事業を

完了する旨の回答があり、あわせて誓約書の内容を厳守するとの確約を得ました。 

 その他、被害防除計画、転用面積の必要性等について聞き取りを行い、問題ないことを確

認し、転用の必要性も認められたため、許可相当と判断したものです。 

 農地区分は、「中山間地域等に存在する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」であり、第２種農地カの（ア）。 

 許可基準は、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該当するた

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 審議番号４番から６番までにつきましても、転用目的が「条件付分譲住宅」の案件で、一

体案件のため一括審議・一括採決とし、南部調査会委員による現地調査を行い、南部調査会

において申請人説明を求めました。 

 申請人の説明によると、申請地は教育施設や商業施設に近く、交通の便も良いため、住宅

地に適地と判断し、転用申請されたとのことです。 

 申請人に転用実施の確実性について確認したところ、事業計画どおり３年以内に転用事業

を完了する旨の回答があり、あわせて誓約書の内容を厳守するとの確約を得ました。 

 その他、被害防除計画、転用面積の必要性等について聞き取りを行い、問題ないことを確

認し、転用の必要性も認められたため、許可相当と判断したものです。 

 農地区分は、546番、547番１、548番１については、「中山間地域等に存在する農業公共

投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地」であり、第２種農地カの（ア）。 

 551番１については、「水管、下水道管またはガス管のうち、２種類以上が埋設されてい

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、医療施設その他の公共

施設、または公益施設が存在する農地」であるため、第３種農地エの（ア）のａの（ａ）。 

 許可基準は、546番、547番１、548番１については、「周辺の他の土地に立地することが

困難な場合は許可し得る」に該当するため、第２種農地カの（イ）。 

 551番１については、「許可し得る」に該当するため、第３種農地エの（イ）と決定して

おります。 

 審議番号７番につきましても、転用目的が「条件付分譲住宅」の案件で、南部調査会委員

による現地調査を行い、南部調査会において申請人説明を求めました。 
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 申請人の説明によると、申請地は閑静な住宅地に近く、近隣に小中学校もあり、交通の便

も良いため、住宅地に適地と判断し、転用申請されたとのことです。 

 申請人に、転用実施の確実性について確認したところ、事業計画どおり３年以内に転用事

業を完了する旨の回答があり、あわせて誓約書の内容を厳守するとの確約を得ました。 

 その他、被害防除計画、転用面積の必要性等について聞き取りを行い、問題ないことを確

認し、転用の必要性も認められたため、許可相当と判断したものです。 

 農地区分は、「水管、下水道管またはガス管のうち、２種類以上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、医療施設その他の公共施設、ま

たは公益施設が存在する農地」であるため、第３種農地エの（ア）のａの（ａ）。 

 許可基準は、「許可し得る」に該当するため、第３種農地エの（イ）と決定しております。 

 審議番号８番は、転用目的が「分家住宅」の案件で、申請人は現在４世代７人で実家に居

住していますが、子供の成長に伴い手狭となり、住宅建築を計画したところ、申請地は実家

に隣接しており、今後、農業の手伝いや家族の面倒を見る上で最適と判断し、転用申請され

たものです。 

 なお、申請地は、譲渡人の亡き父が農地法の許可が必要であることを知らずに昭和30年頃

に農業用倉庫を建築し、現在まで利用してきたものです。 

 地区農業委員の説明等から、代替性や転用実施の確実性、転用面積の必要性、周辺への被

害防除計画等に問題ないことを確認し、転用の必要性も認められたため、許可相当と判断し

ました。 

 農地区分は、「中山間地域等に存在する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」であり、第２種農地カの（ア）。 

 許可基準は、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該当するた

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 審議番号９番及び10番は、審議番号９番の転用目的が「条件付分譲住宅」、審議番号10番

の転用目的が「診療所」の案件で、各申請地は開発道路を共用する計画となっているため、

関連案件として一括審議・一括採決とし、南部調査会委員による現地調査を行い、南部調査

会において申請人説明を求めました。 

 審議番号９番の申請人によると、申請地は住環境が良く、交通の便も良いことから適地と

判断し、転用申請されたものです。 
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 また、審議番号10番の申請人によると、現在経営している診療所は老朽化しているが、建

て替えるには既存敷地では狭いため、移転建築を計画したところ、申請地は既存の診療所に

近く、必要な面積も確保できることから、適地と判断し、転用申請されたものです。 

 申請人に、転用実施の確実性について確認したところ、条件付分譲住宅については、事業

計画どおり３年以内に転用事業を完了する旨の回答があり、あわせて誓約書の内容を厳守す

るとの確約を得ました。 

 その他、転用面積の必要性や被害防除計画等に問題のないことを確認し、許可相当と判断

しました。 

 農地区分は、審議番号９番、10番ともに「水管、下水道管またはガス管のうち、２種類以

上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

施設その他の公共施設、または公益施設が存在する農地」であるため、第３種農地エの

（ア）のａの（ａ）。 

 許可基準は、「許可し得る」に該当するため、第３種農地エの（イ）と決定しております。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆様にお諮りいたします。 

 先ほど南部調査会長から報告がありましたとおり、審議番号１番から３番までの３件につ

いては、転用目的が「条件付分譲住宅」であり、一体案件として申請されたものです。 

 この３件については、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この３件については、一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この３件については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに御異議ござ
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いませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番

号１番から３番までについては、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決

定しました。 

 ここで皆様にお諮りいたします。 

 先ほど南部調査会長から報告がありましたとおり、審議番号４番から６番までの３件につ

いては、転用目的が「条件付分譲住宅」であり、一体案件として申請されたものです。 

 この３件については、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この３件については、一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この３件については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに御異議ござ

いませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番

号４番から６番までについては、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決

定しました。 

 次に、審議番号７番について、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 
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 この案件について、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに御異議ござい

ませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番

号７番については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決定しました。 

 次に、審議番号８番について、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申請どおり許可相当として、県農業会議に諮問することに御異議ござ

いませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番

号８番については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決定しました。 

 ここで皆様にお諮りいたします。 

 先ほど南部調査会長から報告がありましたとおり、審議番号９番の転用目的が「条件付分

譲住宅」、審議番号10番の転用目的が「診療所」の案件で、関連案件として申請されたもの

です。 

 この２件については、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、２件については、一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。27番委員。 

○27番（志津田和己君） 

 条件付分譲住宅が３年以内に建てなければならないということで、販売状況がもしわかれ

ば、教えていただけますでしょうか。 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いします。 

○事務局（成平 将農地係主査） 

 すみません、個別の案件につきましては、今手元に資料はございませんけれども、通例、

６月末の状況と12月末の状況をその翌月に報告するような形になっておりまして、それで建

築状況については把握をしているということでございます。 

 また、条件付分譲住宅につきましては、過去の案件で区画の販売状況を見まして、概ね

70％以上クリアをしていないと受付自体ができないという形になってはおります。 

 以上、お答えさせていただきます。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 以上の事務局の報告、よろしいですか。 

○27番（志津田和己君） 

 ありがとうございました。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ほかにないようですので、質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この２件については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに御異議ござ

いませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番

号９番及び10番については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決定し

ました。 

 次に、議案書27ページから31ページまでをお開きください。 

 

      第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            11～24 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番号11番から24番までの14件を議

題といたします。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番号11番から24番までにつきまし

て、北部調査会において審議しましたところ、異議なしということで、申請どおり許可相当

として部会へ送ることに決定したものです。 

 審議番号11番から13番までについては、転用目的が「条件付分譲住宅」の案件で、一体案

件として申請されたものであるため、一括審議・一括採決として、北部調査会委員による現

地調査を行い、北部調査会において申請人説明を求めました。 

 申請地は、市街化区域に近接し、近隣に大型商業施設もあることから、住宅地に適地と判

断し転用申請されたものです。 

 申請人に、転用実施の確実性について確認したところ、事業計画どおり３年以内に転用事

業を完了する旨の回答があり、あわせて、誓約書の内容を厳守するとの確約を得ました。 

 その他、転用面積の必要性、被害防除計画等について聞き取りを行い、問題ないことを確

認し、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、「住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公共施設若しくは公共的施設

が連たんしている農地」であり、第３種農地エの（ア）のｂの（ａ）。 

 許可基準は、「許可し得る」に該当するので、第３種農地エの（イ）と決定しております。 

 審議番号14番、15番は、審議番号14番が「条件付分譲住宅」、審議番号15番が「通路（一

時転用）」の案件で、関連案件として、一括審議・一括採決として、北部調査会委員による

現地調査を行い、北部調査会において申請人説明を求めました。 

 申請地は、交通の便が良く、周辺に大型商業施設や医療施設等もあることから、住宅地に

適地と判断し、転用申請されたもので、併せて隣接農地に工事用車両の通路を確保するため、

一時転用を同時に申請されたものです。 

 申請人に、一時転用の通路の必要性について確認したところ、造成工事の際は、大型車両

が行き来するため、住宅地を経由しない安全な通路が必要であり、造成工事が完了した際に
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は農地に復元する旨の回答を得ました。 

 また、転用実施の確実性について確認したところ、事業計画どおり３年以内に転用事業を

完了する旨の回答があり、あわせて誓約書の内容を厳守するとの確約を得ました。 

 その他、転用面積の必要性や代替性、被害防除計画等について聞き取りを行い、問題ない

ことを確認し、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、審議番号14番については、中山間地域等に存在する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り、第２種農地カの（ア）。審議番号15番につ

いては、「水管、下水管が埋設された幅員４ｍ以上の道路の沿道区域で、かつ、概ね500ｍ

以内に２以上の医療施設が存在する農地」であり、第３種農地エの（ア）のａの（ａ）。 

 許可基準は、審議番号14番については、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は

許可し得る」に該当するため、第２種農地カの（イ）。審議番号15番については、「許可し

得る」に該当するため、第３種農地エの（イ）と決定しております。 

 審議番号16番、17番は、転用目的が「店舗」の案件で、一体案件として申請されたもので

あるため、一括審議・一括採決とし、北部調査会委員による現地調査を行い、北部調査会に

おいて申請人説明を求めました。 

 申請地は、高速道路のインターチェンジから近く、国道沿いにあり、大型車両を含め交通

量が極めて多く、相当数の集客が見込まれるため、必要な面積を確保できる店舗用地として

最適と判断し、転用申請されたものです。 

 申請人に、代替性や転用実施の確実性、転用面積の必要性、被害防除計画等に問題ないこ

とを確認し、転用の必要性も認められたため、許可相当と判断したものです。 

 農地区分は、1227番５、1228番２については、「水管、下水管が埋設された幅員４ｍ以上

の道路の沿道区域で、かつ、概ね500ｍ以内に２以上の医療施設が存在する農地」であり、

第３種農地エの（ア）のａの（ａ）。 

 1228番６、1228番７については、「中山間地域等に存在する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」であり、第２種農地カの（ア）。 

 許可基準は、1227番５、1228番２については、「許可し得る」に該当するため、第３種農

地エの（イ）。1228番６、1228番７については、「周辺の他の土地に立地することが困難な

場合は許可し得る」に該当するため、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 審議番号18番は、転用目的が「条件付分譲住宅」の案件で、北部調査会委員による現地調
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査を行い、北部調査会において申請人説明を求めました。 

 申請地は、近隣に大型商業施設があり、住宅に囲まれていることから、住宅地に適してい

ると判断し、転用申請されたものです。 

 申請人に、申請地西側に残る田の今後の取水方法について確認したところ、申請地北側の

里道に新たに取水パイプを埋設して、取水できるようにするとの回答を得ました。 

 また、転用実施について確認したところ、事業計画どおり３年以内に転用事業を完了する

旨の回答があり、併せて誓約書の内容を厳守するとの確約を得ました。 

 その他、転用面積の必要性、被害防除計画等について聞き取りを行い、問題ないことを確

認し、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、「水管、下水管が埋設された幅員４ｍ以上の道路の沿道区域で、かつ、概ね

500ｍ以内に２以上の医療施設が存在する農地」であり、第３種農地エの（ア）のａの

（ａ）。 

 許可基準は、「許可し得る」に該当するため、第３種農地エの（イ）と決定しております。 

 審議番号19番から21番までは、転用目的が「条件付分譲住宅」の案件で、一体案件として

申請されたものであるため、一括審議・一括採決とし、北部調査会委員による現地調査を行

い、北部調査会において申請人説明を求めました。 

 申請地は、交通の便が良く、近隣に学校や医療施設があることから、住宅地に適地と判断

し、転用申請されたものです。 

 申請人に、転用実施の確実性について確認したところ、事業計画どおり３年以内に転用事

業を完了する旨の回答があり、併せて誓約書の内容を厳守するとの確約を得ました。 

 その他、転用面積の必要性や代替性、被害防除計画等について聞き取りを行い、問題ない

ことを確認し、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、「中山間地域等に存在する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」であり、第２種農地カの（ア）。 

 許可基準は、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該当するた

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 審議番号22番は、転用目的が「一般住宅」の案件で、申請人は、現在、借家に家族３人で

居住していますが、子どもの成長に伴い手狭になったため、住宅建築を計画したところ、申

請地は、住環境が良く、住宅地として適地と判断し、転用申請されたものです。地区農業委
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員の説明等から、転用実施の確実性、転用面積の必要性、被害防除計画等に問題ないことを

確認し、転用の必要性も認められたため、許可相当と判断したものです。 

 農地区分は、「高速道路その他、自動車専用道のインターチェンジから概ね300ｍ以内」

であり、第３種農地エの（ア）のａの（ｂ）のⅱ。 

 許可基準は、「許可し得る」に該当するため、第３種農地エの（イ）と決定しております。 

 審議番号23番は、転用目的が「駐車場（一時転用）」の案件で、申請人は、土木建築業を

営んでいますが、今般、レストランの建て替え工事を行うに当たって、工事関係者の仮駐車

場が必要であるため、一時転用を申請されたものです。 

 地区農業委員の説明等から、代替性や転用実施の確実性、転用面積の必要性や周辺への被

害防除計画等に問題のないことを確認し、転用の必要性も認められたため、許可相当と判断

したものです。 

 農地区分は、「佐賀市が定める農業振興地域整備計画において農用地区域内にある農地」

であるため、農用地アの（ア）。 

 許可基準は、「仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため行うもの」に該当す

るため、農用地のアの（イ）のｃと決定しております。 

 審議番号24番は、転用目的が「条件付分譲住宅」の案件で、北部調査会委員による現地調

査を行い、北部調査会において申請人説明を求めました。 

 申請地は、周辺に小中学校や大型商業施設があり、交通の便も良いことから、住宅地に適

地と判断し、転用申請されたものです。 

 申請人に、転用実施の確実性につい確認したところ、事業計画どおり３年以内に転用事業

を完了する旨の回答があり、あわせて、誓約書の内容を厳守するとの確約を得ました。 

 その他、転用面積の必要性や代替性、被害防除計画等について聞き取りを行い、問題ない

ことを確認し、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、「中山間地域等に存在する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」であり、第２種農地カ（ア）。 

 許可基準は、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該当するた

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 ありがとうございました。 

 ここで皆様にお諮りいたします。 

 先ほど北部調査会長から報告がありましたとおり、審議番号11番から13番までの３件につ

いては、転用目的が「条件付分譲住宅」であり、一体案件として申請されたものです。 

 この３件については、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この３件については一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この３件については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに御異議ござ

いませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番

号11番から13番までについては、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決

定しました。 

 ここで皆様にお諮りいたします。 

 先ほど北部調査会長から報告がありましたとおり、審議番号14番の転用目的が「条件付分

譲住宅」、審議番号15番の転用目的が「通路（一時転用）」の案件で、関連案件として申請

されたものです。 

 この２件については、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この２件については、一括審議・一括採決を行います。 
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 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この２件については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに御異議ござ

いませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番

号14番及び15番については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決定し

ました。 

 ここで皆様にお諮りいたします。 

 先ほど北部調査会長から報告がありましたとおり、審議番号16番及び17番の２件について

は、転用目的が「店舗」であり、一体案件として申請されたものです。 

 この２件については、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この２件については、一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 ここで、この建物の西側に太陽光という格好で出ておりますけれども、これは本当に必要

だった案件なのか。計画書も出ておりませんので、あと地主さんのほうが一体として売却し

たいという意向だったのか、その辺ちょっとわかればお願いしたいと思います。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 北部調査会長。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 事務局お願いいたします。 

○事務局（柴田洋平農地係主事） 
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 太陽光発電設備につきましては、同時利用地の宅地に以前、コンビニエンスストアがあり、

その店舗の屋根についていたものです。今回その店舗の屋根についていた100枚の太陽光パ

ネルを、新しく建てます店舗の上に60枚と、あと、敷地の西側のほうに40枚と分けて、その

まま流用して使われます。つくった電気については、蓄電池に貯めまして、全て自家消費す

るということで、年間にして３割ぐらいの電力の消費を抑えることができるということで申

請されております。 

 以上です。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 今の説明でよろしいですか。 

○13番（百武正幸君） 

 ありがとうございました。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ほかにないようですので、質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この２件については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに御異議ござ

いませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番

号16番及び17番については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決定し

ました。 

 次に、審議番号18番について、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに御異議ござい

ませんか。 
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    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番

号18番については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決定しました。 

 ここで皆様にお諮りいたします。 

 先ほど北部調査会長から報告がありましたとおり、審議番号19番から21番までの３件につ

いては、転用目的が「条件付分譲住宅」であり、一体案件として申請されたものです。 

 この３件については一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この３件については、一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この３件については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに御異議ござ

いませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番

号19番から21番までについては、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決

定しました。 

 次に、審議番号22番について、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに御異議ござい

ませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番

号22番については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決定しました。 

 次に、審議番号23番について、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに御異議ござい

ませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番

号23番については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決定しました。 

 次に、審議番号24番について、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに御異議ござい

ませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番

号24番については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決定しました。 

 次に、議案書32ページをお開きください。 

 

      第５号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            １・２・３ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第５号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番号１番から３番までの３件を議
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題といたします。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 第５号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番号１番から３番までにつきまし

て、南部調査会において審議しましたところ、異議なしということでございましたので、申

請どおり許可相当として部会へ送ることに決定したものです。 

 審議番号１番につきましては、同一世帯での生前一括贈与の案件。 

 審議番号２番につきましては、別世帯間での贈与の案件。 

 審議番号３番につきましては、普通売買の案件です。 

 なお、各案件につきましては、地区農業委員による現地調査を含め、取得後、全ての農地

を効率的に利用すること、機械、労働力、技術、地域との関係等を見て問題がないこと、ま

た、面積要件も満たしていることから、農地法第３条第２項各号には該当していないとの報

告がありました。 

 以上により、審議番号１番から３番までにつきまして、別添の調査書のとおり農地法第３

条第２項各号には該当していないため、許可要件の全てを満たすと判断したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆様にお諮りいたします。 

 この３件については、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この３件について、一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この３件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第５号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番

号１番から３番までの３件については、申請どおり許可することに決定しました。 

 次に、議案書32ページから34ページまでをお開きください。 

 

      第５号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            ４・５・６・７・８・９・10・11・12 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第５号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番号４番から12番までの９件を議

題といたします。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 第５号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番号４番から12番までにつきまし

て、北部調査会において審議しましたところ、異議なしということで、申請どおり許可相当

として部会へ送ることに決定したものです。 

 審議番号４番、12番は、同一世帯内での贈与の案件。 

 審議番号５番は、同一世帯内での使用貸借の案件。 

 審議番号６番は、競売落札の案件。 

 審議番号７番、11番は、普通売買の案件。 

 審議番号８番は、別世帯間での贈与の案件。 

 審議番号９番、10番は、新規就農の案件です。 

 審議番号９番、10番は、申請人が農地法第３条の各要件を満たしているか確認するため、

北部調査会において申請人説明を求めました。 

 申請人は、今回、新規就農を考えていたところ、申請地は自宅の周辺にあり、適地と判断

し申請されたものです。 
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 申請人に、地域との調和要件について確認したところ、地元の生産組合に加入予定であり、

地域の各種活動についても参加する旨の回答を得ました。 

 その他、聴き取りを行い、取得後、全ての農地を効率的に利用すること、機械、労働力、

技術、地域との関係等を見て問題の無いこと、また面積要件も満たしていることから、別添

の調査書のとおり、農地法第３条第２項各号には該当していないため、許可要件の全てを満

たすと判断したものです。 

 この他、各案件につきましては、地区農業委員による現地調査を含め、取得後、全ての農

地を効率的に利用すること、機械、労働力、技術、地域との関係等を見て問題の無いこと、

また面積要件も満たしていることから、農地法第３条第２項各号には該当していないとの報

告がありました。 

 以上により、審議番号４番から12番までについては、別添の調査書のとおり、農地法第３

条第２項各号には該当していないため、許可要件の全てを満たすと判断したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆様にお諮りいたします。 

 この９件については、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この９件について、一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。27番委員。 

○27番（志津田和己君） 

 審議番号９番、10番について新規就農はなかなかいいことだと思いますが、よろしかった

ら、年齢がわかりましたら教えていただけますでしょうか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 北部調査会長。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 事務局お願いいたします。 
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○事務局（柴田洋平農地係主事） 

 今回、新規就農をされる方の年齢ですけれども、33歳となっております。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 今の説明でよろしいですか。 

○27番（志津田和己君） 

 わかりました。ありがとうございます。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 他にございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この９件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第５号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番

号４番から12番までの９件については、申請どおり許可することに決定しました。 

 次に、議案書35ページをお開きください。 

 

      第６号議案 買受適格証明願（耕作目的） 

            １・２ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第６号議案 買受適格証明願（耕作目的）、審議番号１番及び２番の２件を議題といたし

ます。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 第６号議案 買受適格証明願（耕作目的）、審議番号１番、２番につきまして、北部調査

会において審議しましたところ、異議なしということで、願出どおり承認することで部会へ

送ることに決定したものです。 
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 審議番号１番は、願出人の適格性の有無を確認するため、北部調査会において願出人の説

明を求めました。 

 願出人は、武雄市で農業を営まれていますが、定期的に佐賀市に在住の息子家族のために

農作物を持ってきているとのことで、その近くで耕作できる農地を探していたところ、願出

地が見つかったため、願出されたとのことです。 

 その他、願出人からの聴き取りを行い、取得後の願出地の耕作について問題ないことを確

認しました。 

 審議番号２番は、願出地の状況や願出人の適格性の有無を確認するため、北部調査会にお

いて願出人の説明を求めました。 

 願出人によると、畑作の経営規模を拡大したかったため、耕作に適した農地を探していた

ところ、願出地が見つかったため、願出されたとのことです。 

 その他、願出人からの聴き取りを行い、取得後の願出地の耕作について、問題ないことを

確認しました。 

 なお、各案件につきましては、取得後、全ての農地を効率的に利用すること、機械、労働

力、技術、地域との関係等を見て問題の無いこと、また面積要件も満たしていることから、

別添の調査書のとおり、農地法３条第２項各号には該当していないため、許可要件の全てを

満たすと判断したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆様にお諮りいたします。 

 この２件については、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この２件について、一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。38番委員。 

○38番（中村 明君） 

 １番の願出人は、この近郊にまた別に田畑を持っておられるでしょうか。 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 北部調査会長お願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 すみません、事務局お願いします。 

○事務局（柴田洋平農地係主事） 

 お答えします。 

 願出地周辺では、まだ農地はお持ちではありません。 

 以上です。 

○38番（中村 明君） 

 これだけ機械を持って耕作に来るてですか。 

○事務局（柴田洋平農地係主事） 

 願出人は武雄に今お住まいですけれども、軽トラックに機材を乗せてここまでやってこら

れるということで、また、その理由というのが、今、高木瀬に息子さんが住んでいらっしゃ

いまして、その御家族のために、定期的に武雄で作った農作物を運んでこられているそうで

す。そういったこともありまして、近くで農地を探しておられたところ、ここが見つかった

ということで、買われたいと思ったのがきっかけということで話を聞いております。現地の

ほうは、ミカンが作られておりまして、ミカンをそのまま作られるという話を聞いています。 

 以上です。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 以上の説明でよろしいですか。 

○38番（中村 明君） 

 はい、わかりました。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 他にございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 他にないようですので、質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この２件について、願出どおり承認することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第６号議案 買受適格証明願（耕作目的）、審議番号１番

及び２番の２件については、願出どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書36ページ及び37ページをお開きください。 

 

      第７号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

            １・２・３・４・５・６・７・８ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第７号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転、審議番号１番から８番までの８件を

議題といたします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 第７号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転、審議番号１番から８番までの８件、

37,481㎡につきまして、南部調査会において審議しましたところ、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おり、異議なしということでございましたので、計画案

どおり承認することで部会へ送ることに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆様にお諮りいたします。 

 この８件について、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この８件について、一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 
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 この８件について、計画案どおり承認することに、ご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第７号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転、審議

番号１番から８番までの８件については、計画案どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書３７ページをお開きください。 

 

      第７号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

            ９・10・11 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第７号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転、審議番号９番ら11番までの３件を議

題といたします。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 第７号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転、審議番号９番から11番までの３件、

2,769㎡につきまして、北部調査会において審議しましたところ、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おり、異議なしということで、計画案どおり承認すること

で部会へ送ることに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで、皆様にお諮りいたします。 

 この３件について、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この３件について、一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この３件について、計画案どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第７号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転、審議

番号９番から11番までの３件については、計画案どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書55ページ及び56ページをお開きください。 

 ここで皆様にお諮りいたします。 

 第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号76番については、私本人の

案件となっております。 

 農業委員会等に関する法律第24条の議事参与の制限に該当しますので、一時退室し、この

案件を先に審議したいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、一時退室し、この案件を先に審議することに決定しました。 

 それでは、この案件の議事進行を北部調査会長にお願いしたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

    〔大園部会長 退室〕 

 

      第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            76 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号76番を議題といたします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号76番の更新１件6,971㎡に

つきまして、南部調査会において審議しましたところ、農業経営基盤強化促進法第18条第３
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項の各要件を満たしており、異議なしということでございましたので、計画案どおり承認す

ることで部会へ送ることに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 異議なしと認めます。よって、第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議

番号76番については、申請どおり許可することに決定しました。 

 大園部会長の入室を認めます。 

    〔大園部会長 入室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、議案書38ページから61ページまでをお開きください。 

 

      第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            １～75・77～100 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号76番を除く、審議番号１番

から100番までの99件を議題といたします。 

 南部調査会の報告をお願いします。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号76番を除く１番から100番

までの99件、新規19件：161,303㎡。更新80件：466,019.56㎡につきまして、南部調査会に
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おいて審議しましたところ、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おり、

異議なしということでございましたので、計画案どおり承認することで部会へ送ることに決

定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆様にお諮りいたします。 

 この99件について、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この99件について、一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この99件について、計画案どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議

番号76番を除く、審議番号１番から100番までの99件については、計画案どおり承認するこ

とに決定しました。 

 次に、議案書63ページをお開きください。 

 ここで皆様にお諮りいたします。 

 第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号106番については、山口敏

勝委員本人の案件となっております。 

 農業委員会等に関する法律第24条の議事参与の制限に該当しますので、山口敏勝委員に一

時退室していただき、この案件を先に審議したいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 異議なしと認めます。よって、山口敏勝委員には一時退室していただき、この案件を先に

審議することに決定しました。 

 それでは、山口敏勝委員、退室してください。 

    〔26番山口敏勝委員 退室〕 

 

      第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            106 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号106番を議題といたします。 

 北部調査会の審査の報告をお願いいたします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号106番の新規１件：5,392㎡

につきまして、北部調査会において審議しましたところ、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おり、異議なしということでございましたので、計画案どおり承認

することで部会へ送ることに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、計画案どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議

番号106番については、計画案どおり承認することに決定しました。 

 山口敏勝委員の入室を認めます。 
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    〔26番山口敏勝委員 入室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、議案書61ページから75ページまでをお開きください。 

 

      第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            101～105・107～151 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号106番を除く、審議番号101

番から151番までの50件を議題といたします。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号106番を除く101番から151

番までの新規６件：85,001㎡、更新44件：213,589.52㎡につきまして、北部調査会において

審議しましたところ、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おり、異議

なしということで、計画案どおり承認することで部会へ送ることに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆様にお諮りいたします。 

 この50件について、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この50件について一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 審議番号102番についてお尋ねいたします。 

 利用権の設定を受ける者、これは株式会社になっておりますけれども、現在、株式会社の

概要等わかりましたら教えていただけませんか。 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局、説明をお願いします。 

○事務局（大津尚也振興係主事） 

 この株式会社の概要につきましては、所有者が、平成25年２月に法人を設立されており、

今回、個人所有の農地を、この法人に貸し付けるというものになっております。 

 今回、農業生産法人の要件を満たしているため、農業生産法人としての利用権設定となっ

ております。 

 以上です。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 13番委員、今の説明でよろしいですか。 

○13番（百武正幸君） 

 会社の従業員の数とか、規模的にはわかりませんか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局。 

○事務局（大津尚也振興係主事） 

 従業員名簿には、22名の従業員が登録されております。 

○13番（百武正幸君） 

 はい、わかりました。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ほかにないようですので、質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この50件について、計画案どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議

番号106番を除く、審議番号101番から151番までの50件については、計画案どおり承認する

ことに決定しました。 
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 次に、議案書76ページをお開きください。 

 

      第９号議案 平成26年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案） 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 第９号議案 平成26年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）を議題とい

たします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いいたします。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 第９号議案 平成26年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）につきまし

て、南部調査会において審議しましたところ、異議なしということでございましたので、原

案どおり承認することで部会へ送ることに決定したものです。 

 以上で報告を終わります 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 第９号議案 平成26年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）につきまし

て、北部調査会において審議しましたところ、異議なしということで、原案どおり承認する

ことで部会へ送ることに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 第９号議案 平成26年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）について、
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原案どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第９号議案 平成26年度の目標及びその達成に向けた活動

の点検・評価（案）については、原案どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書77ページをお開きください。 

 

      第10号議案 平成27年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案） 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第10号議案 平成27年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）を議題といたします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告いたします。 

 第10号議案 平成27年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）につきまして、南部

調査会において審議しましたところ、異議なしということでございましたので、原案どおり

承認することで部会へ送ることに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 第10号議案 平成27年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）につきまして、北部

調査会において審議しましたところ、異議なしということで、原案どおり承認することで部

会へ送ることに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 第10号議案 平成27年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について、原案どお

り承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第10号議案 平成27年度の目標及びその達成に向けた活動

計画（案）については、原案どおり承認することに決定しました。 

 ここで皆様にお諮りいたします。 

 第115回佐賀市農業委員会農地部会議事録について、その字句、その他の整理を要するも

のについては、その整理を農地部会長に委任されたいと思いますが、これに御異議ございま

せんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第115回佐賀市農業委員会農地部会議事録について、その

字句、その他の整理を要するものについては、その整理を農地部会長に委任することに決定

しました。 

 これをもちまして、本日の議事を全て終了いたしました。 

 第115回佐賀市農業委員会農地部会を閉会いたします。 

 本日はどうもありがとうございました。 

午前11時25分 閉会 
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