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第130回佐賀市農業委員会農地部会議事録 

 

 日  時  平成28年７月19日(火) 午前９時29分～午前10時29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 

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 農地転用許可後の変更願（農地法第４条の規定による許 

        可） 

  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 非農地通知について 

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） 

 改めまして、おはようございます。 

 昨日、北部九州もやっと梅雨明けということで宣言されました。皆さん、体には十分注意

して、農作業等行っていただきたいと思います。なお、水分の補給とかを十分やって体調を

崩さないようにお願いしたいと思います。 

 それでは、先ほど局長報告のとおり、本日の出席委員は17名で定足数に達しておりますの

で、ただいまから第130回佐賀市農業委員会農地部会を開会します。 

 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、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

３件、議案としては、第１号議案 農地法第18条合意解約通知11件、第２号議案 農地法

第４条の規定による許可申請２件、第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請９件、

第４号議案 農地転用許可後の変更願（農地法第４条の規定による許可）１件、第５号議案

 農地法第３条の規定による許可申請13件、第６号議案 買受適格証明願（耕作目的）１件、

第７号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転14件、第８号議案 農用地利用集積計画

（案）利用権設定72件、第９号議案 非農地通知について２件。 

 ここで皆さんに報告します。 

 現地調査については、南部が７月８日、北部が７月11日、調査会については、南部が７月

12日、北部が７月13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、マナーモードにしてください。 

 なお、本日の議事録署名人には、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、

39番委員の久米委員、25番委員の重田委員の両名を指名します。 

 それでは、今回「常設審議委員会」に意見を求めた、議案書９ページの農地法第５条の規

定による許可申請、審議番号２番の審議結果について、坂井会長より報告をお願いします。 

○会長（坂井邦夫君） 

 報告します。 

 第４回常設審議委員会会議の報告。 
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 佐賀市につきましては、農地法第４条の規定による意見聴取につきまして、3,000㎡超及

び1,000㎡以上3,000㎡以下、いずれもございません。 

 農地法第５条の規定による意見聴取につきまして１件、3,000㎡超１件となっております。 

 農地法第５条関係１件につきましては、異議なしとして、佐賀市農業委員会会長へ回答さ

れました。 

 以上報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 坂井会長、ありがとうございました。 

 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

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。 

 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。 

 

      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 
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○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） 

 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４ページをお開きください。 

 

      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 

○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、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ページ及び６ページをお開きください。 
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      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 

○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９番までの９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１号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号１番から９番までについて、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。 

    〔「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、第１号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号１番か
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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６ページ及び７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 

            10・11 

○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10番、11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。 

 第１号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号10番、11番について、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、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〕 
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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１号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号10番、

11番の２件については、通知どおり承認することに決定しました。 

 それでは、議案書８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・２ 

○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、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。 

 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

「漁家住宅の敷地拡張」の農振除外の決定を経た案件で、申請人は、申請地の北側に居住し

ていますが、住宅の建替えに際し、住宅敷地が手狭となったため、申請されたものです。 

 地区農業委員の説明などから、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、「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２番については、転用目的が「農家住宅の敷地拡張」の農振除外の決定を経た案

件で、申請人は、約19haを耕作されていますが、土地の調査を行ったところ、申請地が自宅

敷地への通路の一部として利用されていることがわかり、適正化するため、申請されたもの

です。 

 地区農業委員の説明などから、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、許可なく転用され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。 
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 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、２番は、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。 

 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

号１番については、申請どおり許可することに決定しました。 

 次に、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

号２番については、申請どおり許可することに決定しました。 

 次に、議案書９ページ及び10ページをお開きください。 
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      第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            １・２・３・４ 

○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。 

○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

「分家住宅」の農振除外の決定を経た案件で、申請人は、現在、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たため、分家住宅の建築を計画したところ、申請地

は妻の実家に近く、今後農業の手伝いなどをする上で適地と判断し、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、許可なく一部を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、「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２番については、転用目的が、大規模商業施設の「駐車場」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。 

 申請人は、大規模商業施設を運営していますが、増床計画等に伴い、従業員駐車場が不足

するため、新たに駐車場を拡張したく、申請されたとのことです。当該施設の営業時間が夜

間までおよぶことから、申請地内の照明などの、近隣住民への影響について確認したところ、

既に地元説明会を３回開催し、了解を得ており、特に近隣住民に対しては十分に配慮する旨

の回答がありました。 

 その他、転用実施の確実性や転用目的の必要性、周辺への被害防除計画等について問題な
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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３番については、転用目的が「事務所兼用住宅」の案件であるため、委員による

現地調査を行い、調査会において申請人説明を求めました。 

 申請人は、市内で飲食店を経営していますが、事務所が市内になく、事業に支障をきたし

ているため、申請地を、事務所兼用住宅としたく、申請されたとのことです。 

 申請人に、申請地東側の田への通作について確認したところ、既存宅地の通路部分につい

ては、譲渡人が所有権の持分を残し、今後も通作できるようにするとの回答を得ました。 

 また、申請地北側の水路との境界部分について確認したところ、水路と新設コンクリート

ブロックとの間の部分については、申請人が草刈などの管理を適切に行い、支障が出る場合

は、コンクリート張りなどを検討する旨の回答を得ました。 

 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、許可なく一部を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、140番１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」であるため、第１種農地イの（ア）のａ。 

 145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、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、140番１については、「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）。 

 145番については、「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４番については、転用目的が「寺院の敷地拡張」の案件で、申請人は、檀家数
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140戸の宗教法人ですが、先の熊本地震により、土留めブロック等に被害が出たため、隣接

する申請地を、今後の維持管理用地として利用したく、申請されたものです。 

 地区農業委員の説明などから、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、「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うる」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１番から４番までは、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。 

 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、申請どおり許可することに決定しました。 

 次に、審議番号４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10ページから12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 

            ５．６・９・10・11 

○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、取り下げのあった審議番号７番、８番

を除く審議番号５番から11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） 
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 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５番は、転用目的が「店舗」

の案件であるため、調査会において申請人説明を求めました。 

 申請人は、現在、美容院に勤務していますが、今般、独立して自分の店舗を持つため、店

舗の建築を計画したところ、申請地は交通の便がよく、近くに大型商業施設もあり、集客が

見込めることから、適地と判断し、申請されたとのことです。 

 申請人から、転用実施の確実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、「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６番は、転用目的が「条件付分譲住宅」の案件であるため、委員による現地調査

を行い、調査会において申請人説明を求めました。 

 申請地は、長崎自動車道に近い等、交通の便が良く、公共施設にも近いため、住宅地に適

していると判断し、申請されたとのことです。 

 申請人に、申請地北側の農地の排水について影響がないか確認したところ、転用による影

響はない旨の回答を得ました。 

 その他、転用実施の確実性、転用面積の必要性、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、「県庁、市役所又は役場から概ね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９番及び10番は、転用目的が「資材置場の敷地拡張」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、調査会において申請人説明を求めま

した。 

 申請人は、土木建築業を営んでいますが、事業規模の拡大により、資材置場が不足してい

るため、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いるため、申請さ

れたとのことです。 
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 申請人から、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、「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番は、転用目的が「農家住宅の敷地拡張」の案件で、申請人は、現在、病院勤

務の傍ら、休日には実家の農業を手伝っていますが、今般、申請人が実家の建て替えを行う

にあたり、農業用倉庫等の敷地が不足しているため、申請されたものです。 

 地区農業委員の説明などから、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、「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７番、８番を除く、審議番号５番から11番までは、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。 

 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５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５番については、申請どおり許可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９番及び10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９番及び10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、審議番号11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） 
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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〕 

○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13ページをお開きください。 

 

      第４号議案 農地転用許可後の変更願（農地法第４条の規定による許可） 

            １ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第４号議案 農地転用許可後の変更願（農地法第４条の規定による許可）、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４号議案 農地転用許可後の変更願（農地法第４条の規定による許可）、審議番号１番

について、調査会において審議したところ、異議なしということで、願出どおり承認し、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） 
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 異議なしと認めます。よって、第４号議案 農地転用許可後の変更願（農地法第４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。 

 次に、議案書14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 

○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、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。 

 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番は、普通売買の案件、審

議番号２番は、別世帯間での親族への贈与の案件です。 

 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。 
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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、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14ページから16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 

            ３～13 

○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３番から13番までの11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５号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番号６番を除く３番から13番まで

は、普通売買の案件、審議番号６番は、同一世帯での贈与の案件です。 

 審議番号11番、12番、13番の案件については、受人が同一であり、平成26年に受人が競売

で取得した農地の一部に、前所有者の農業用資材等が置かれたままの状態であるため、その

部分については受人が耕作できない状況であることから、許可要件のひとつである全部効率

利用要件を満たしているかについて慎重審議しました。 

 委員から、双方の協議で解決しないのであれば、受人が裁判所に申し入れをしてでも改善

すべきではないかとの意見が出された一方で、受人は現在も前所有者との協議を続けており、

同時に競売で取得した他の農地は既に解消し耕作を行っているため、このことをもって全部

効率利用要件を満たさないと判断することは厳しすぎるのではないかなどの意見が出され、

審議の結果、受人が今後も前所有者に対し、撤去要請を行うことをもって、許可相当と判断



- 19 - 

しました。 

 このほか、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11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11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） 

 審議番号３番ですけど、普通売買で、面積からして売買金額が少し安過ぎるようですが、

田は荒れ地のような状態なんですかね。 

○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。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 

 受人と渡人の関係が親戚関係になるということで、こういう価格のようです。 

○39番（久米勝博君） 

 受人は申請地をずっと耕作されていたのですか。譲渡人は申請地周辺におられないですよ

ね。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 
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 耕作されていたということです。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 39番委員、今の説明でよろしいですか。 

○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） 

 審議番号４番について、譲受人が法人ということで、経営内容について教えていただきた

いと思います。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いします。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 

 現在、養豚業及び農業を営まれ、自社ブランドの豚肉を使った６次産業化にも取り組まれ

ている農業生産法人です。今般、申請地の隣にあった乳製品販売所の敷地を購入し、そこで、

自分のところで作っている豚肉と今回の申請地でとれた野菜などを使った、惣菜を作って販

売したいということで申請されているところです。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 13番委員、今の説明でいいですか。 

○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） 

 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11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） 
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 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３番から13番までの11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17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 

○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６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

1.7haを耕作されており、願出地周辺の農地を耕作していることから、経営規模拡大のため

に願出されたものです。 

 なお、本案件については、地区農業委員の説明などから、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、願出どおり承認し、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。13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 願出人は願出地の周辺にも農地を持っておられるという説明がありましたけれども、どれ

くらい作られておりますかね。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いします。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 
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 願出地の周辺で約５反ほど耕作されております。 

○13番（百武正幸君） 

 この方は花もされていないですか。 

○事務局（古賀康生参事兼農地係長） 

 花をされているとは聞いていないです。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 13番委員、今の説明でいいですか。 

○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） 

 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、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６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18ページから21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）所有権移転 

            １～13 

○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13番までの13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13番までの13件、

62,882㎡について、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13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13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13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１番から13番までの13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21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 

            14 

○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14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。 
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 第７号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転、審議番号14番の１件5,686㎡につい

て、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。 

 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、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14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。 

 次に、議案書22ページから32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 

            １～48 

○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１番から48番までの48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８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号１番から48番までの48件、

   新規  ９件：  35,898㎡ 

   更新  39件：  197,006㎡ 

について、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
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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48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48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48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１番から48番までの48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33ページから38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 

            49～72 

○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49番から72番までの24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８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号49番から72番までの24件、 
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   新規  12件：  47,541.54㎡ 

   更新  12件：  51,427㎡ 

について、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24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24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。31番委員。 

○31番（今村旨男君） 

 審議番号60番は、無償での貸し借りとなっていますが、貸し手と借り手はどういう関係で

しょうか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いします。 

○事務局（野元久美子振興係主任） 

 親族のため無償ということです。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 31番委員、今の説明でよろしいですか。 

○31番（今村旨男君） 

 はい。 

○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、これより採決します。 
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 この24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49番から72番までの24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39ページをお開きください。 

 

      第９号議案 非農地通知について 

            １・２ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第９号議案 非農地通知について、審議番号１番、２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。 

 第９号議案 非農地通知についての審議番号１番、２番について、調査会において審議し

たところ、異議なしということで、非農地と判断し、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。 
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 この２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９号議案 非農地通知について、審議番号１番、２番の

２件については、通知どおり承認することに決定しました。 

 お諮りします。 

 第130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130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しました。 

 第130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10時29分 閉会 


