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第125回佐賀市農業委員会農地部会議事録 

 

 日  時  平成28年２月12日(金) 午前９時29分～午前11時57分 

 場  所  佐賀市大和支所  ３階第３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 農地法第18条合意解約通知 

  第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

  第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

  第４号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

  第５号議案 買受適格証明願（耕作目的） 

  第６号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

  第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

  第８号議案 買入協議の適否の判断について 

  第９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外） 

  第10号議案 農振法第10条の規定による変更申出 

  第11号議案 農振法第13条の規定による変更申出（編入） 

５．閉 会 
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午前９時29分 開会 

○農地部会長（大園敏明君） 

 皆さん、改めましておはようございます。 

 先日まで好天に恵まれて、農作業も大分はかどられたかなと思いますが、天気予報では、

今後、天気が悪いような兆しと言われています。また、インフルエンザ等も大分はやってき

ているようでございますので、皆さん健康には十分留意してください。 

 今日は転用案件が多数ございますので、皆さん、最後までよろしく御審議のほどお願いし

ます。 

 先ほどの局長報告のとおり、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125回佐賀市農業委員会農地部会を開会します。 

 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６件、報告第

２号 形状変更届４件、報告第３号 農地法第３条の３第１項届出３件、局長専決処分報告

第１号 農地法第４条による届出３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 農地法第18条合意解約通知15件、第２号議案 農

地法第４条の規定による許可申請１件、第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請21

件、第４号議案 農地法第３条の規定による許可申請７件、第５号議案 買受適格証明願

（耕作目的）１件、第６号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転７件、第７号議案 

農用地利用集積計画（案）利用権設定61件、第８号議案 買入協議の適否の判断について１

件、第９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）15件、第10号議案 農振法第

10条の規定による変更申出４件、第11号議案 農振法第13条の規定による変更申出（編入）

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します。 

 現地調査については、南部調査会が２月４日、北部調査会が２月５日、調査会については、

南部調査会が２月８日、北部調査会が２月９日に開催したことを報告します。 

 会議に入る前にお断りします。 

 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、27番委員の志津田委員、31番委員の今村委員の両名を指名します。 

 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・一括採決とし、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ページ及び２ページをお開きください。 

 

      報告第１号 使用貸借解約通知 

            １・２・３・４・５・６ 

○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６番までの６件を議題とします。 

 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、これより採決します。 

 この６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６番ま

での６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３ページをお開きください。 

 

      報告第２号 形状変更届出 

            １・２・３・４ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 報告第２号 形状変更届出、審議番号１番から４番までの４件を議題とします。 

 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、これより採決します。 

 この４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番から４番までの４

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４ページをお開きください。 

 

      報告第３号 農地法第３条の３第１項届出 

            １・２・３ 

○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３番までの３件を議題とし

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、これより採決します。 

 この３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３番までの３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５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 

○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３番までの３件を

議題とします。 

 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、これより採決します。 

 この３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３番までの３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６ページから８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９ページから11ページまでをお開きください。 

 

      第１号議案 農地法第18条合意解約通知 

            １・２・３・４・５・６・７・８・９・10 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第１号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号１番から10番までの10件を議題とします。 
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 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１号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号１番から10番までについて、南部調査

会において審議したところ、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、通知どおり承認し、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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この10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１０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、これより採決します。 

 この10件について、通知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１号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号１番か

ら10番までの10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11ページ及び12ページをお開きください。 

 

      第１号議案 農地法第18条合意解約通知 

            11・12・13・14・15 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 第１号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号11番から15番までの５件を議題とします。 

 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１号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号11番から15番までについて、北部調査

会において審議したところ、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、通知どおり承認し、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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この５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５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、これより採決します。 

 この５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１号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号11番か

ら15番までの５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13ページをお開きください。 

 

      第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

            １ 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請、審議番号１番を議題とします。 

 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２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、転用目的が

「農業用施設」の軽微な変更による農振除外の決定を経た案件で、申請人は、約８haを耕作

されていますが、経営規模の拡大により、既存の敷地では手狭となったため、申請地を農業

用施設として利用したく、転用申請されたものです。 

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

被害防除計画等について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、「概ね10ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内にある農地」であるため、第

１種農地イの(ア)のａ。 

 許可基準は、「農業用施設」に該当するため、第１種農地イの（イ）のｃの（ａ）と決定

しております。 

 以上のことから、審議番号１番は、申請どおり許可相当として部会に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２号議案 農地法第４条の規定による許可申請、審議番



- 9 - 

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、議案書14ページ及び15ページをお開きください。 

 

      第３号議案 農地法第５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３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番までの３件を議

題とします。 

 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５条の規定による許可申請、審議番号１番については、転用目的が

「建売分譲住宅及び条件付分譲住宅」の案件であるため、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、教育施設や医療施設に近く、交通の便も良いことから、

住宅地に適地と判断し、転用申請されたとのことです。 

 申請人に、申請地北西にある穀物乾燥機から出る騒音や粉塵に対して、住宅購入者からの

苦情が懸念されることから、その対応について確認したところ、住宅購入者には、売買契約

時に説明を行い、あらかじめ承諾を得るとの回答がありました。 

 また、集落内の道路が狭いため、周辺集落における工事中の安全性を確認したところ、十

分に配慮するとのことでした。 

 さらに、転用実施の確実性について確認したところ、事業計画どおり転用事業を完了する

旨の回答を得ました。 

 その他、代替性や転用面積の必要性、周辺への被害防除計画等について問題ないことを確

認し、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、1968番１、1968番５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）。 
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 1969番１、1969番２、1969番３、1970番は、「概ね10ha以上の規模の一団の農地の区域内

にある農地」であるため、第１種農地イの(ア)のａ。 

 許可基準は、1968番１、1968番５は、「許可し得る」に該当するため、第３種農地エの

（イ）。 

 1969番１、1969番２、1969番３、1970番は、「住宅その他申請に係る土地の周辺の地域に

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

該当するため、第１種農地イの（イ）のｃの（ｅ）と決定しております。 

 審議番号２番については、転用目的が「漁業用施設」の案件であるため、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、申請人は海苔養殖業を営んでおり、現在、自宅より離れた借地で

漁業用資材を保管していますが、この借地の返還を求められているため、資材置場を管理が

しやすい自宅の隣接地に移設し、あわせて事業規模の拡大と効率化を図りたく、転用申請さ

れたとのことです。 

 申請人に、申請地からの塩分を含んだ排水により、周囲の農地への影響がないか確認した

ところ、資材置場であるため排水はほとんどなく、また、地区内の漁業用の排水は、農業用

水に混ざらないような仕組みの排水路が作られているため、農地への影響はないとの回答が

ありました。 

 その他、転用実施の確実性や転用面積の必要性、周辺への被害防除計画等について問題な

いことを確認し、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、「概ね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地」であるため、第１

種農地イの(ア)のａ。 

 許可基準は、「住宅その他申請に係る土地の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」に該当するため、第１種農地イの

（イ）のｃの（ｅ）と決定しております。 

 審議番号３番については、転用目的が「分家住宅」の農振除外の決定を経た案件で、申請

人は、家族４人で共同住宅に居住していますが、子供の成長に伴い手狭になったため、分家

住宅の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、農業の手伝いなどにお

いても適していると判断し、転用申請されたものです。 

 地区農業委員の説明などから、代替性や転用実施の確実性、転用面積の必要性、周辺への
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被害防除計画等について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、「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、「住宅その他申請に係る土地の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」に該当するため、第１種農地イの

（イ）のｃの（ｅ）と決定しております。 

 以上のことから、審議番号１番から３番までは、申請どおり許可相当として部会に送るこ

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５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５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、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。 

    〔「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５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、議案書15ページから21ページまでをお開きください。 

 

      第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            ４～21 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第３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21番までを議題とし

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５条の規定による許可申請、審議番号４番、５番については、転用

目的が「公民分館」の農振除外の決定を経た案件で、一体案件として申請されたものである

ため、一括審議・一括採決を行いました。 

 申請人である自治会の現在の公民分館は、築54年が経過し老朽化が著しく、敷地も手狭で

あるため、移転建築を計画したところ、申請地は地区の中心部に位置しており、地区の行事

等を行う上でも適地であり、かつ、必要な面積も確保できることから転用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、周辺への
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被害防除計画等について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４番については、「概ね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にあ

る農地」であり、第１種農地イの（ア）のａ。 

 審議番号５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４番については、「農業従事者の良好な生活環境を確保するための

施設」に該当するため、第１種農地イの（イ）のｃの（ｄ）。 

 審議番号５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６番は、転用目的が「条件付分譲住宅」の案件であるため、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。 

 申請人の説明によると、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、事業計画どおりに転用事業を完了す

る旨の回答を得ました。 

 その他、代替性や転用面積の必要性、被害防除計画等について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、1576番１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）。 

 1586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）。 

 許可基準は、1576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）。 

 1586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）と決定しております。 

 審議番号７番から９番までについては、転用目的が「貸店舗」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
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い、北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、申請地は国道沿いで、交通量も多く、集客を見込めるため、貸店

舗用地として適地と判断し、転用申請されたとのことです。 

 申請人に申請地西側に残る農地の今後の管理について確認したところ、近い将来に転用の

計画があり、それまでは地権者が農地として適切に管理していくとの回答を得ました。 

 その他、転用実施の確実性、転用面積の必要性、被害防除計画等について問題ないことを

確認し、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、「水管、ガス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10番は、転用目的が「放送所用地」の案件であるため、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。 

 申請人の説明によると、申請人はテレビ放送事業等を運営していますが、電波障害による

被害を防ぐため、放送所周辺の用地取得を進めていたところ、申請地は放送所用地として確

保すべき範囲内であり、地権者からの承諾を得たため、転用申請されたとのことです。 

 申請人に転用後の申請地内の管理方法について確認したところ、放送所管理地については、

毎月１回の施設点検時に確認を行い、定期的に草刈り管理していくとの回答を得ました。 

 その他、代替性や転用実施の確実性、転用面積の必要性、被害防除計画等について問題な

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11番、12番は、転用目的が「駐車場」の一部農振除外の決定を経た案件で、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。 

 申請人の説明によると、申請人は幼稚園を運営していますが、既存の駐車場が狭く、園児

の送迎の際は混雑し危険で、近隣にも迷惑をかけているため、駐車場の拡張を計画したとこ
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ろ、申請地は既存施設に隣接しており、必要な面積も確保できることから適地と判断し、転

用申請されたとのことです。 

 申請人に申請地内の雨水排水について確認したところ、隣接する西側水路は農業用排水路

を兼ねているため、農地に雨水が逆流しないよう、申請地北側へ排水し、地元との調整を図

りながら、周辺農地に支障のないようにする旨の回答がありました。 

 その他、代替性や転用実施の確実性、転用面積の必要性、被害防除計画等について問題な

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13番は、転用目的が「条件付分譲住宅及び宅地分譲」の案件であるため、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。 

 申請人の説明によると、申請地は閑静な集落内にあり、住環境も良いことから、住宅地に

適していると判断し、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、事業計画どおりに転用事業を完了す

る旨の回答を得ました。 

 その他、代替性や転用面積の必要性、被害防除計画等について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14番は、転用目的が「貸駐車場」の案件であるため、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。 

 申請人の説明によると、申請人は不動産賃貸業等を営んでいますが、今般、関連会社から

依頼を受け、従業員及び業務用車両の駐車場用地を探していたところ、申請地は関連会社の

敷地に隣接しており、駐車場として整備し、関連会社へ貸し出す上で、適地と判断したため、

転用申請されたとのことです。 
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 申請人に造成工事等により、申請地の東側及び南側水路へ土砂が流出しないか確認したと

ころ、水路に影響のないよう施工を行うとの回答を得ました。 

 その他、代替性や転用実施の確実性、転用面積の必要性、被害防除計画等について問題な

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15番は、転用目的が「一般住宅」の案件で、申請人は、現在、借家に居住してい

ますが、子供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、申請地は妻の実

家に近く、将来、両親の面倒を看ることができるため、住宅地として適地と判断し、転用申

請されたものです。 

 また、申請地が既に造成されていることについては、申請地は亡父から平成18年に相続し

た土地であり、昭和60年頃に国道バイパスと県道との接続工事に伴い、申請地がくぼ地とな

り、亡父により造成されていたため、これまで農地とは思わずに資材置場として利用してき

たとのことです。 

 その他、地区農業委員の説明等から転用面積の必要性、周辺への被害防除計画等に問題な

いことを確認し、許可なく転用したことについても悪意は認められず、許可相当と判断しま

した。 

 農地区分は、「都道府県庁、市役所、区役所又は町村役場（これらの支所を含む）から概

ね300ｍ以内」であり、第３種農地エの（ア）のａの（ｂ）のⅲ。 

 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16番は、転用目的が「農家住宅」の案件で、申請人は農業を営んでいますが、以

前から申請地を農家住宅の敷地として利用してきたとのことで、今般、適法化したく、転用

申請されたものです。 

 申請地のうち、3084番２については、平成13年に亡夫が住宅を建てた際に、申請地に越境

して造成してしまったもので、3087番については亡父により昭和40年頃に農業用倉庫を建築

され、現在まで農地とは思わずに利用してきたとのことです。 

 地区農業委員の説明等から、代替性や転用面積の必要性、周辺への被害防除計画等に問題
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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

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17番は、転用目的が「農業用施設」の案件で、申請人は農業を営んでいますが、

経営規模の拡大により農業用機械が増加したため、既存の農業用倉庫では手狭となり、新た

な農業用倉庫の建築を計画したところ、申請地は耕作農地の近隣にあり、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。 

 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

害防除計画等について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、「概ね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地」であり、第１種農

地イの（ア）のａ。 

 許可基準は、「農業用施設」に該当するため、第１種農地イの（イ）のｃの（ａ）と決定

しております。 

 審議番号18番は、転用目的が「資材置場及び作業場」の案件であるため、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。 

 申請人の説明によると、申請人は土木建設業を営んでいますが、事業規模の拡大により、

既存の資材置場及び作業場が手狭となったため、敷地の拡張を計画したところ、申請地は既

存の敷地に隣接しており、適地と判断し、転用申請されたとのことです。 

 申請人から、代替性や転用実施の確実性、転用面積の必要性、被害防除計画等について問

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19番は、転用目的が「加工場」の案件であるため、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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 申請人の説明によると、申請人は鉄筋加工業を営んでいますが、事業規模の拡大により、

既存の加工場が手狭となったため、敷地の拡張を計画したところ、申請地は既存の敷地に隣

接しており、適地と判断し、転用申請されたとのことです。 

 申請人から、代替性や転用実施の確実性、転用面積の必要性、被害防除計画等について問

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20番は、転用目的が「一般住宅」の案件、審議番号21番は、転用目的が「条件付

分譲住宅」の案件であるため、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。 

 なお、この２件については、一体的に造成されるため、一括審議・一括採決を行いました。 

 審議番号20番については、申請人は申請地の北側に居住していますが、今般、娘家族のた

めに住宅建築を計画したところ、申請地は実家に隣接し、娘夫婦の子育ての手伝い等、互い

に協力しながら生活していく上で、適地と判断し、転用申請されたものです。 

 また、審議番号21番は、申請人の説明によると、申請地は中山間地の閑静な集落内にあり、

住環境も良いことから、住宅地に適していると判断し、転用申請されたとのことです。 

 なお、この２件の申請地の一部に水路が越境していることについては、地権者からの申し

出によると、申請地は平成６年に亡父より相続した農地で、水路敷地部分の経緯については

わからないとのことで、この部分については転用許可後に管理者である佐賀市へ寄附するこ

とで協議が済んでいるとのことです。 

 その他、申請人および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、被害防除計画等について問題ないことを確認し、許可相当と判断したものです。 

 農地区分は、いずれの案件も「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。 

 以上のことから、審議番号４番から21番までは、申請どおり許可相当として部会に送るこ
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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） 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 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４番及び５番の２件について

は、一体案件として申請されたものです。 

 そこで、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。27番委員。 

○27番（志津田和己君） 

 この公民分館建設ですけれども、お金もかかるし、土地の問題等もあって、現実的にはな

かなか困難なところですけど、ここを見ていますと、この土地につきまして、約1,000㎡弱

ぐらいですね、地権者お二人さんからの贈与となっておりまして、非常に立派なことだなと

思っておりますが、もしよろしかったらもう少しこの辺のことを詳しく教えていただければ

と思いますが、いかがでしょうか。 

○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） 

 すみません、事務局お願いします。 

○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） 

 質問としては、約1,000㎡ということで少し面積が広いのじゃないかということですか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 27番委員。 

○27番（志津田和己君） 
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 土地の1,000㎡ぐらいだったら、買うとしたら相当お金もかかると思うし、自治会に何世

帯あるか知りませんけど、その戸数によっては、１戸当たりの負担金もかなりかかると思い

ます。贈与ということは、お金は要らないということで、立派な心がけというか、奇特な方

がおられて、ああ、いいことだなと思いましたもんですから、どういう状況だったかなと

思って。 

 そして、この地権者お二人さんが今も農業をなされているか。もう農業をやめて、農業は

できんから自治会に寄附するよというようなことかですね、その辺よろしかったら、わかる

範囲で結構ですので。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 副会長。 

○農業委員会副会長（秋吉良太君） 

 地元高木瀬農業委員の秋吉です。 

 今回、公民分館敷地に提供されたということは、成り行きから少し申しますと、もともと

この集落というのは戸数が30戸ぐらいでした。そして、お宮の境内の中に公民分館をつくら

れておったんです。しかし、急速に都市化してきまして、現在の戸数が167戸です。どうし

ても公民分館として手狭になって、会合等が難しくなってきたわけですね。それで、集落の

中でいろいろお話し合いがなされた時に、このお二人の有志の方から、「それじゃ、自分達

の土地があるから、これを使ってもらっていいですよ」というようなお話があって、それを

受け入れられたということです。 

 寄附者のお１人は、もともと非常に大きな農家です。そして、東与賀あたりにも田んぼを

持ってやられておったんですが、最近は年をとって、地元の方に預けられております。農業

経営としては、これから先、縮小していかれるんではなかろうかなと考えております。 

 現在のお宮さん、公民分館から距離的に10ｍぐらいです。それで非常に近いということで、

そこに場所を決定されたということです。それくらいでいいでしょうか。 

○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。私がなぜ質問したかというと、ちょうど私の地区も似た状況です。私の地

区も昔はちょうど30戸ぐらいで、今は240戸ぐらいになっております。それに、ちょうどお
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宮に公民分館がある形で、増改築継続中ですもんね。よく似た状況だったもんで、その辺の

事情をちょっと知りたくて。ありがとうございました。よくわかりました。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 27番委員、今の説明よろしいですか。 

○27番（志津田和己君） 

 はい、ありがとうございました。 

○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） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この２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５条の規定による許可申請、審議番

号４番及び５番の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

決定しました。 

 次に、審議番号６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５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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 
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 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７番から９番までの３件につ

いては、一体案件として申請されたものです。 

 そこで、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、これより採決します。 

 この３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５条の規定による許可申請、審議番

号７番から９番までの３件については、申請どおり許可相当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10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５条の規定による許可申請、審議番

号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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 
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 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番及び12番の２件について

は、一体案件として申請されたものです。 

 そこで、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。 

    〔「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、これより採決します。 

 この２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５条の規定による許可申請、審議番

号11番及び12番の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

決定しました。 

 次に、審議番号13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、これより採決します。 

 この案件ついて、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５条の規定による許可申請、審議番

号13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14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５条の規定による許可申請、審議番

号14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15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５条の規定による許可申請、審議番

号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。 

 次に、審議番号16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５条の規定による許可申請、審議番

号16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17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５条の規定による許可申請、審議番

号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。 

 次に、審議番号19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５条の規定による許可申請、審議番
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号19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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 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20番及び21番の２件について

は、一体的に造成される計画となっています。 

 そこで、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。 

    〔「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、これより採決します。 

 この２件について、申請どおり許可相当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５条の規定による許可申請、審議番

号20番及び21番の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

決定しました。 

 次に、議案書22ページをお開きください。 

 

      第４号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            １・２ 

○農地部会長（大園敏明君） 

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

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） 
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 報告します。 

 第４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、２番は、同一世帯での

使用貸借の案件です。 

 各案件については、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、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、申請どおり許可相当として、部会に送ること

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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 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。 

    〔「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、これより採決します。 

 この２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４号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番

号１番及び２番の２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22ページ及び23ページをお開きください。 

 

      第４号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            ３・４・５・６・７ 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 第４号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番号３番から７番までの５件を議

題とします。 

 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３条の規定による許可申請、審議番号３番は別世帯間の贈与の案件、

審議番号４番、５番、７番は普通売買の案件、審議番号６番は同一世帯での使用貸借の案件

です。 

 各案件については、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、地域との関係など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、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、申請どおり許可相当として、部会に送るこ

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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この５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５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。39番委員。 

○39番（久米勝博君） 

 この３番の譲受人さんと譲渡人さんの間で贈与となっておりますけれども、これはどう

いった経過なんでしょうか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 地元委員さん、御存じないですか。10番委員さん。 

○10番（山口 明君） 
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 この間、ちょうど現地を見に行ったときに譲受人さんがおられたんです。それで譲渡人さ

んの畑の隣が譲受人さんの農地で、農業委員会事務局のほうにも連絡があって、譲渡人さん

は、「もうこっちにはいないから、土地をどうかしてくれ」と、処分したいという話があっ

て、現地を見ていたら、たまたまそこに譲受人さんがおられて、「私の畑の隣やけん、よか

ない私が譲ってもろうてよかばってん」という話があったので、「その後は２人でちょっと

話してください」ということでしていたんです。それで今度申請が上がってきていたから、

ああ、話がついたとばいねということで理解しておりました。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 それでは、地元委員のほうから説明がございましたけど、39番さん、よろしいですか。 

○39番（久米勝博君） 

 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） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この５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４号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番

号３番から７番までの５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24ページをお開きください。 

 

      第５号議案 買受適格証明願（耕作目的） 

            １ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第５号議案 買受適格証明願(耕作目的）、審議番号１番を議題とします。 

 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） 
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 報告します。 

 第５号議案 買受適格証明願（耕作目的）、審議番号１番について、願出人は、現在、約

２haを耕作しており、願出地の近くに居住し、周辺農地を耕作していることから効率的に耕

作できると判断し、経営規模拡大のため、願出されたものです。 

 願出地は効率的に利用されており、地区農業委員の説明等から、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、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、願出どおり承認し、部会に送ることに

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５号議案 買受適格証明願(耕作目的）、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。 

 次に、議案書25ページをお開きください。 

 

      第６号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

            １・２・３・４ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第６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４番までの４件を

議題とします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 
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○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 第６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４番までの 

   ４件：12,316㎡ 

について、南部調査会において審議したところ、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、計画案どおり承認し、部会に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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この４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４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、これより採決します。 

 この４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６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４番までの４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、同じく議案書25ページをお開きください。 

 

      第６号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

            ５・６・７ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第６号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転、審議番号５番から７番までの３件を
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議題とします。 

 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 農用地利用集積計画（案）所有権移転、審議番号５番から７番までの 

   ３件：13,907㎡ 

について、北部調査会において審議したところ、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、計画案どおり承認し、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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 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〕 

○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６号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転、審議

番号５番から７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28ページ、29ページ、30ページ、32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）利用権設定 

            11・12・17・23 
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○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）利用権設定、審議番号11番、12番、17番、23番の

４件を議題とします。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この４件については、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

４件を先に審議したいと思いますが、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、一時退室し、この４件を先に審議することに決定しました。 

 それでは、この４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〕 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 それでは、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）利用権設定、審議番号11番、12番、17番、23番の 

   更新  ４件：10,559㎡ 

について、南部調査会において審議したところ、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、計画案どおり承認し、部会に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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この４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〕 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 異議なしと認めます。よって、この４件について、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〕 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この４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〕 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 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）利用権設定、審議

番号11番、12番、17番、23番の４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。 

 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26ページから38ページまでをお開きください。 

 

      第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            11番・12番・17番・23番を除く１～46 

○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）利用権設定、審議番号11番、12番、17番、23番を

除く、審議番号１番から46番までの42件を議題とします。 

 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）利用権設定、審議番号11番、12番、17番、23番を

除く、審議番号１番から46番までの４２件 

   新規  ４件： 24,197㎡ 

   更新  38件：321,992.05㎡ 

について、南部調査会において審議したところ、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、計画案どおり承認し、部会へ送ることに決定したものです。 
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 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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この42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42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、これより採決します。 

 この42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）利用権設定、審議

番号11番、12番、17番、23番を除く審議番号１番から46番までの42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38ページから42ページまでをお開きください。 

 

      第７号議案 農用地利用重責計画（案）利用権設定 

            47～61 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第７号議案 農用地利用重責計画（案）利用権設定、審議番号47番から61番までの15件を

議題とします。 

 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）利用権設定、審議番号47番から61番までの15件 
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   新規  ８件：94,402㎡ 

   更新  ７件：40,465㎡ 

について、北部調査会において審議したところ、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、計画案どおり承認し、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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この15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15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、これより採決します。 

 この15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）利用権設定、審議

番号47番から61番までの15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43ページをお開きください。 

 

      第８号議案 買入協議の適否の判断について 

            １ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第８号議案 買入協議の適否の判断について、審議番号１番を議題とします。 

 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） 
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 報告します。 

 第８号議案 買入協議の適否の判断について、審議番号１番について、南部調査会におい

て審議したところ、農業経営基盤強化促進法第16条第１項の要件を満たしており、買入協議

の要請を行うこととし、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、これより採決します。 

 この案件について、買入協議の要請を行う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 買入協議の適否の判断について、審議番号１

番については、買入協議の要請を行うことに決定しました。 

 皆さん、審議が多うございますので、ここで10分間の休憩を入れたいと思います。よろし

くお願いします。 

午前10時57分 休憩 

午前11時７分 再開 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ただいまから再開します。 

 次に、議案書44ページ及び45ページをお開きください。 

 

      第９号議案 農振法が13条の規定による変更申出（除外） 

            １・２・３・４・５ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、審議番号１番から５番までの

５件を議題とします。 



- 38 - 

 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９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、審議番号１番については、除

外目的が「通所介護施設及び有料老人ホーム」の案件であるため、南部調査会による現地調

査を行いました。 

 農業振興課の説明などによると、申出人は、通所介護施設等を運営していますが、事業規

模拡大により、現在の敷地では手狭となるため、申出地に施設の増設を計画され、申出され

たものです。 

 申出地は、現在、申出人が個人で野菜の作付けを行い、入所者への安全な食材の提供と、

入所者の機能回復訓練を目的として耕作を行われているとのことで、既存施設と申出地の境

界部分については、申出人が、既存施設から申出地への降り口として嵩上げしたもので、他

にも農業用施設の敷地として利用されております。 

 なお、自己用の耕作のために農業用施設を設置されることについては、農地法施行規則第

32条第１号の規定により、許可不要となっております。 

 その他、周辺への被害防除計画や転用面積の必要性等についても確認を行い、承認できる

ものと判断しました。 

 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」であるため、第１

種農地イの(ア)のａ。 

 許可基準は、「住宅その他申請に係る土地の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」に該当するため、第１種農地イの

（イ）のｃの（ｅ）と決定しております。 

 審議番号２番については、除外目的が、「一般住宅の敷地拡張」の案件で、農業振興課の

説明などによると、申出人は、平成21年に申出地に隣接する住宅を取得したところ、住宅敷

地が申出地に越境していることが判明したため、今般、適法化のため、申出されたものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や転用面積の必要性などについて確認し、許可なく転用さ

れたことについても、悪意は認められず、承認できるものと判断しました。 

 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」であるため、第１種

農地イの（ア）のｂ。 
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 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３番についても、除外目的が「一般住宅の敷地拡張」の案件で、農業振興課の説

明などによると、申出人は、現在申出地に居住していますが、今般、土地の調査をしたとこ

ろ、申出地の全てを自宅敷地の一部として利用していることが判明したため、適法化するた

めに申出されたものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や転用面積の必要性などについて確認し、許可なく転用さ

れたことについても、悪意は認められず、承認できるものと判断しました。 

 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」であるため、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番については、除外目的が「農家住宅」の案件で、農業振興課の説明等による

と、申出人は約3.6haを耕作されていますが、現在は叔父が所有する土地及び住宅に居住し

ているため、農家住宅の建替えを計画したところ、申出地は、自己所有の農業用倉庫に隣接

しているため、適地と判断し、申出されたものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や転用面積の必要性、代替性等についての確認を行い、承

認できるものと判断しました。 

 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」であるため、第１種

農地イの（ア）のｂ。 

 許可基準は、「住宅その他申請に係る土地の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」に該当するため、第１種農地イの

（イ）のｃの（ｅ）と決定しております。 

 審議番号５番については、除外目的が「農家住宅の敷地拡張」の案件で、農業振興課の説

明などによると、申出人は、申出地を相続により取得しましたが、今般、土地の調査をした

ところ、申出地のほとんどを自宅敷地の一部として利用していることが判明したため、適法

化するために申出されたものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や転用面積の必要性などについて確認し、許可なく転用さ
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れたことについても悪意は認められず、承認できるものと判断しました。 

 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」であるため、第１種

農地イの（ア）のｂ。 

 許可基準は、「住宅その他申請に係る土地の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」に該当するため、第１種農地イの

（イ）のｃの（ｅ）と決定しております。 

 以上のことから、審議番号１番から５番までは、申出どおり承認し、部会に送ることに決

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。39番委員。 

○39番（久米勝博君） 

 １番の譲受人、一般社団法人の代表理事は、今、この譲渡人さんの農地を借られている人

ですかね。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 はい、そうですね。 

○39番（久米勝博君） 

 そうすると、この代表理事さんは、通称、空港道路北側にもう１枚耕作をされているのも

利用権を設定しているんですかね。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局。 

○事務局（成平 将農地係主査） 

 空港道路北側の農地については、譲受人さんの奥様が利用権を設定して借りておられます。 

 以上です。 

○39番（久米勝博君） 

 家族、御夫婦ということですね。そしたら、南側はきれいにハウスを建てて栽培をされて

いますけれども、空港道路北側の農地は、利用権を設定されてからずっと耕作放棄地で、１

回も農作物を収穫しておられません。 
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 そして、今、老健施設が建っておりますけれども、そこの工事をするとき、コンクリくず

なんかはこの北側の農地に表土を剥いで、全部そこに置かれています。だから、この農振除

外の申し出とはちょっと別になるかもしれませんが、承認するからには、やはり農地の適正

な利用を指導しないといけないのじゃないかと思いますけれども。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 はい、事務局。 

○事務局（古賀康生主幹兼農地係長） 

 先ほどの御指摘でございますが、我々がこちらの相談を受けたときには、この空港道路の

北の方については、もう既に麦の作付けをされておりました。南部調査会のときもそういっ

た御意見を頂戴したんですけど、当時はそういったコンクリートくずを置かれていたかもわ

かりませんが、現時点ではきちっと耕作されておりますし、この申出人さんにも、「農地法

はきちっと守って、農地については農地として耕作をしてください」ということを申し上げ

ておりますので、以前はそういったことがあったかもわかりませんけれども、現在はそう

いった状況ではないということでございます。 

 補足になりますけど、今、申出地はビニールハウスで耕作をされておりますけれども、こ

ちらが１年後に転用申請がなされ許可になった場合は、そのハウスをこの空港道路の北側の

農地に移す計画をされておりますので、よろしくお願いします。 

○39番（久米勝博君） 

 北側も、100㎡か200㎡ぐらい真砂土で埋め立ててありますよね。あれは埋めるまではまだ

コンクリくずがあったんですよ。掘ってみないとわからないですけどね。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局。 

○事務局（古賀康生主幹兼農地係長） 

 現時点では、そちらにつきましては、ビニールハウスを建てるべく骨組みをされている状

況でございますので、そこで耕作をされるものと考えております。 

 以上です。 

○39番（久米勝博君） 

 収穫がされるかされないかは、今後も注意深く見守っていきたいと思います。 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 事務局。 

○事務局（鬼﨑哲也事務局長） 

 事務局の方から再度説明します。 

 39番委員さんは、地元委員ということで御指摘のように、確かに一般社団法人については

適正な農地の管理というのをされておりませんでした。それで私どもの方も、今回、転用申

請に先立ち、農振除外の申し出をしておられますので、それを踏まえて、きちんとした農業

の経営、農作物の耕作と農地の維持管理を確実にしてもらうということで、今回、強く指導

をさせてもらっております。 

 そして、大型農業機械もお持ちですけれども、「北側の方も、本当にそれでやるの」とい

うことで大分指導をしておりまして、今回から適正にされるというふうに認識をしておりま

す。これからの動向についても「違反している」ということになるといけませんので、継続

して指導を続けていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 それでは、39番委員、今の事務局の説明でよろしいですかね。 

○39番（久米勝博君） 

 はい。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 他にございませんか。13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 ちょっと関連してですけど、この譲受人さんの経営規模を、この間、調査会のときにもお

尋ねしたんですけれども、神埼かどこか向こうの方で大きくやられているわけでしょう。農

機具は大きな機械が２台置いてあったものですから、この間の話では6,500㎡ぐらいという

話ではあったんですけれども、それ以外のことはわかっていないんですかね。次の転用申請

の時でもいいですけれども。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局。 

○事務局（成平 将農地係主査） 

 それまでに調べておきます。 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 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、これより採決します。 

 この案件について、申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９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号１番については、申出どおり承認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、これより採決します。 

 この案件について、申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９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号２番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号３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、これより採決します。 

 この案件について、申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９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号３番については、申出どおり承認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。 

    〔「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、これより採決します。 

 この案件について、申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９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号４番については、申出どおり承認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、これより採決します。 

 この案件について、申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９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号５番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書45ページから48ページまでをお開きください。 

 

      第９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外） 

            ６・７･８･９・10・11・12・13・14・15 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）審議番号６番から15番までの10

件を議題とします。 

 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９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、審議番号６番につきましては、

除外目的が「貸有料老人ホーム」の案件で、北部調査会委員による現地調査を行いました。 

 農業振興課からの説明等によると、申出人は佐賀市内で主にガス供給事業を営んでおりま
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すが、高齢者を対象とした事業展開を行いたく、今回、貸有料老人ホームの建設を計画した

ところ、申出地周辺は住環境が良く、また、高齢化率も高いことから施設利用の需要が見込

めるため、適地と判断し、申出されたものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や転用面積の必要性等についての確認を行い、承認できる

ものと判断しました。 

 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７番は、除外目的が「分家住宅」の案件で、農業振興課からの説明等によると、

申出人は家族３人で借家に居住していますが、子供の成長に伴い手狭になったため、分家住

宅の建築を計画したところ、申出地は実家に近く、今後、農業の手伝いと親の面倒を看る上

で適地と判断し、申出されたものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や代替性、転用面積の必要性等について確認し、承認でき

るものと判断しました。 

 農地区分は、「市街化調整区域内で概ね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、傾斜及び土性が高性能農業機械による営農に適するもの」であ

るため、甲種農地ウの（ア）のａ。 

 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（ただし、敷地面積は概ね500㎡を超えないもの）」

に該当するため、甲種農地ウの（イ）のｃと決定しております。 

 審議番号８番は、除外目的が「農家住宅の敷地拡張」の案件、審議番号９番は、除外目的

が「分家住宅」の案件で、この２件については、土留めブロックを共有する計画であるため、

一括審議・一括採決としました。 

 農業振興課からの説明等によると、審議番号８番については、申出人は農業を営んでおり、

既存の敷地では手狭であるため、駐車場敷地の拡張を計画されたものですが、申出地の一部

は、平成８年頃から農地法等の手続が必要とは知らずに、車庫として利用しており、これは

生活する上で必要であり、適法化も併せて申出されたものです。 

 審議番号９番については、申出人は家族４人で借家に居住していますが、子供の成長に伴
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い手狭になったため、分家住宅の建築を計画したところ、申出地は実家に近く、今後、農業

の手伝いと親の面倒を看る上で最適と考え、申出されたものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や転用面積の必要性等について確認し、許可なく転用され

たことについても、悪意は認められず、承認できるものと判断しました。 

 農地区分は、いずれの案件も「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10番、11番は、除外目的が「農家住宅の敷地拡張」の案件、審議番号12番は、除

外目的が「通路」の案件で、この３件については、譲受人の１人が同一であるため、一括審

議・一括採決としました。 

 農業振興課からの説明等によると、申出人は農業を営んでいますが、審議番号10番、11番

については、平成８年に車庫兼倉庫部分を増築した際、誤って申出地の一部に越境し、現在

まで利用しており、その適法化のため、また、既存の車庫兼倉庫では農業用機械等を保管す

るには手狭であり、農業用倉庫の新設と農作業の効率化を目的とした農作業場の確保のため、

併せて申出されたものです。 

 審議番号12番については、平成８年に手続が必要とは知らずに既存の通路を拡幅し、申出

地を通路の拡幅部分として現在まで利用しており、その適法化のため申出されたものです。 

 なお、審議番号10番の申出地の一部に農業用のパイプラインが埋設されているため、農業

用倉庫の建築による破損等の影響が無いかについては、今後、土地改良区と協議を行い、農

業用パイプラインに影響が無いように工事を行うとのことです。 

 その他、周辺への被害防除計画や転用面積の必要性等について確認し、許可なく転用され

たことについても悪意は認められず、承認できるものと判断しました。 

 農地区分は、いずれの案件も「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

るため、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13番は、除外目的が「予防治山事業用地」の案件で、農業振興課からの説明等に



- 47 - 

よると、申出地は平成26年の集中豪雨により、山腹崩壊が発生し、崩壊土砂等が山腹内に危

険な状態で堆積している状況で、今後の豪雨により被害拡大のおそれがあることから、早期

に佐賀中部農林事務所が実施する予防治山事業による整備を行う必要があるため、申出され

たものです。 

 なお、この案件は「農地法第４条第１項第２号」に該当するため許可不要となっております。 

 審議番号14番は、除外目的が「植林」の案件で、農業振興課からの説明等によると、申出

地は、隣接地が山林であるため、日当たりが悪く、イノシシの被害が多い場所にあり、耕作

を続けることが困難なため申出されたものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や、転用面積の必要性等について確認し、承認できるもの

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15番は、除外目的が「分家住宅」の案件で、農業振興課からの説明等によると、

申出人は家族５人で借家に居住していますが、子供の成長に伴い手狭になってきたため、分

家住宅の建築を計画されたところ、申出地は実家に近く、今後、農業の手伝いと親の面倒を

看ていく上で最適と考え、申出されたものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や代替性、転用面積の必要性等について確認し、承認でき

るものと判断しました。 

 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。 

 以上のことから、審議番号６番から15番までは、申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。 
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 それでは、これより審議番号６番について質疑に入ります。質疑ございませんか。27番委員。 

○27番（志津田和己君） 

 この案件は、ガス供給事業を主にしておられる法人が貸有料老人ホームをなされるという

ことですけれども、自分で施設を作られて、どなたかに貸されるということだと思いますが、

転用を申請するときには、この老人ホームを運営するための福祉関係の許可は、既に持った

状態でないといけないのですか、それとも許可の見込みがあれば良いのですか。その辺のこ

とを、ちょっとすみませんが、よろしくお願いします。 

○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） 

 事務局お願いします。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 はい、事務局。 

○事務局（鶴 泰裕農地係主事） 

 では、説明させていただきます。 

 今回の貸老人ホームにつきましては、実際に貸有料老人ホームの中で福祉事業をされる業

者さんは決まっております。その方については、事業をされる許可は取っておられますので、

実際に１年後、転用申請の際には、そこも確認した上で受付をさせていただきたいと思います。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 27番委員。 

○27番（志津田和己君） 

 今の段階では、どなたがということはわからないわけですね。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局。 

○事務局（鶴 泰裕農地係主事） 

 今の段階で決まっております。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 27番委員。 

○27番（志津田和己君） 
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 決まってはおるわけですね。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局。 

○事務局（鶴 泰裕農地係主事） 

 はい、株式会社のあるところが入るようになっています。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 27番委員。 

○27番（志津田和己君） 

 その方は老人ホームをする場合に資格も持っておられ、人的確保もできている方というこ

とですね。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局。 

○事務局（鶴 泰裕農地係主事） 

 はい、そういうことでございます。 

○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。そこをちょっと確認のためにお聞きしました。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 27番委員、今の説明でいいですか。 

○27番（志津田和己君） 

 結構です。ありがとうございました。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 他にございませんか。13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 関連してですけれども、こういうふうな老人ホームは、半ば公益施設ではあるわけですけ

れども、大体農振除外してまでも建てられるわけですかね。普通だったら、白地とか農地以

外を優先的にしてもらって、わざわざ農振法の網のかかったところを事業用でやられると。

あの地区自体は相当、いろんな転用がされているわけですけれども、一応農振の網がかかっ
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た中を、老人ホームだからできるのか。 

 それと、分家住宅以外の一般住宅等も、農振除外をした上で農地転用の許可ができるもの

なのか、その辺をよかったら教えていただきたいと思います。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 はい、事務局。 

○事務局（鶴 泰裕農地係主事） 

 農振除外を提出されるに当たりましては、「まずは農地以外、もしくは白地を優先的に転

用してください」という話を農振の担当課ではしていただいております。 

 今回の申し出につきましては、そういった検討をなされた中で、この地域ではここしかな

いということで出されております。 

 今回の有料老人ホームについては農振農用地が予定地ですけれども、その地域の農業に資

するということでの農振除外の申し出地になっております。ここに有料老人ホームが建てば、

この周辺の集落の農家の方の利益になるということで、地域の農業振興に寄与するというこ

とで申し出がなされているところでございます。 

○13番（百武正幸君） 

 老健施設も農業振興に寄与するということですか。 

○事務局（古賀康生主幹兼農地係長） 

 こちらについては、農振担当課の考え方としては、要はデイサービスにしろ、これは貸し

有料老人ホームでございますけれども、農家の方がそちらに入所されたり、そこを利用する

ことによって、その後継者の方が農業に専念できるとか、そういった意味合いで農振除外を

認めているということをお聞きしております。 

 また、農地区分については３種農地になりますけど、農振除外された後については、ここ

は水管、下水管が通っていて、要は都市的であるということですので、転用を許可すること

はやむを得ないと考えております。 

 もう１つ、この263号線沿いは、沿線は白地ですけど、ちょっと入ると青地になってくる

んですね。白地については、この前、許可をしていただきましたように条件付分譲住宅とか、

そういった住宅とか店舗とかが張りついておりまして、そこになかなか用地がないというこ

とで、代替性も検討された上で、その奥の農振農用地に、今回申し出をされているというと

ころでございます。 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 はい、事務局。 

○事務局（鬼﨑哲也事務局長） 

 農振除外につきましては、転用目的が何でもいいというものではございません。今、古賀

の方が説明しておりますように、農業者が安心して農業に専念できる。そして、それが地域

の農業振興に寄与すると、この２つの条件が必要になります。今回の有料老人ホームがどう

かということでございますけれども、農振担当課の意見としましては、この施設ができるこ

とによって、今まで大規模で耕作されている方が引退しても、入所できる場所があることに

より、後継者も安心して農業に専念できる地域になるというふうな認定をしておると思いま

す。あくまでも農業の振興に資するということが農振除外の条件になっているということだ

けは認識をお願いします。 

○13番（百武正幸君） 

 もう１つ。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 はい、どうぞ。 

○13番（百武正幸君） 

 そういう解釈をされるのであれば、普通の店舗とかだって地域住民に寄与するとか、いろ

んな理由が立ってくるわけでしょう。だから、ちょっと質問しよるわけですよね。だから、

その辺の線引き、判断というのは農振担当課との連携でやっておられると思いますけれども、

逆に今度のこの施設の道路を挟んだ東側でも、そういう施設であったらできるというような

解釈になっていくわけでしょうから、もういろんな形態が考えられるかなと思いますので。

まあ、それ以上は言いません。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 農振除外については、今後もいろいろと出てくると思います。皆さん、これに関しては、

後日、時間等があれば勉強会等をやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 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、これより採決します。 
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 この案件について、申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９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号６番については、申出どおり承認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、これより採決します。 

 この案件について、申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９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号７番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 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８番及び９番の２件について

は、除外目的が「農家住宅の敷地拡張」及び「分家住宅」であり、土留めブロックを共有す

る計画となっております。 

 そこで、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。 

    〔「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、これより採決します。 

 この２件について、申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、第９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号８番及び９番の２件については、申出どおり承認することに決定しました。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 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10番及び11番は、除外目的が

「農家住宅の敷地拡張」の案件、審議番号12番は、除外目的が「通路」の案件で、この３件

については、譲受人が同一となっております。 

 そこで、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、これより採決します。 

 この３件について、申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９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号10番から12番までの３件については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号13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、これより採決します。 

 この案件について、申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９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、
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審議番号13番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号14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、これより採決します。 

 この案件について、申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９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号14番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号15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、これより採決します。 

 この案件について、申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９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号15番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書４９ページをお開きください。 

 

      第10号議案 農振法第10条の規定による変更申出 

            １・２ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第10号議案 農振法第10条の規定による変更申出、審議番号１番及び２番の２件を議題と

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10号議案 農振法第10条の規定による変更申出、審議番号１番、２番について、南部調

査会において審議したところ、申出どおり承認し、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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この２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。 

    〔「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、これより採決します。 

 この２件について、申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10号議案 農振法第10条の規定による変更申出、審議番

号１番及び２番の２件については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書49ページ及び50ページをお開きください。 

 

      第10号議案 農振法第10条の規定による変更申出 

            ３・４ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第10号議案 農振法第10条の規定による変更申出、審議番号３番及び４番の２件を議題と

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。 
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 第10号議案 農振法第10条の規定による変更申出、審議番号３番、４番について、北部調

査会において、審議したところ、申出どおり承認し、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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この２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。 

    〔「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、これより採決します。 

 この２件について、申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10号議案 農振法第10条の規定による変更申出、審議番

号３番及び４番の２件については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書51ページをお開きください。 

 

      第11号議案 農振法第13条の規定による変更申出（編入） 

            １ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第11号議案 農振法第13条の規定による変更申出（編入）、審議番号１番を議題とします。 

 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11号議案 農振法第13条の規定による変更申出（編入）、審議番号１番について、北部
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調査会において、審議したところ、申出どおり承認し、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、これより採決します。 

 この案件について、申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11号議案 農振法第13条の規定による変更申出（編入）、

審議番号１番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 第125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125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、本日の議事は全て終了いたしました。 

 第125回佐賀市農業委員会農地部会を閉会します。 

 本日はありがとうございました。 

午前11時57分 閉会 

 


