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第127回佐賀市農業委員会農地部会議事録 

 

 日  時  平成28年４月19日(火) 午前９時25分～午前10時58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 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 土地改良事業参加資格交替申出 

  第９号議案 農用地利用配分計画（案）に対する意見の決定について 

  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の点検・評価

（案） 

  第11号議案 平成28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25分 開会 

○農地部会長（大園敏明君） 

 おはようございます。先日14日以降、熊本県地方で大地震が発生しまして、皆さんのとこ

ろは何も被害はなかったと思いますけど、今後も余震が続くというような予報が出ています

ので、皆さん十分注意してください。 

 また、来月から中山間地域も田植えの準備とか、平坦部も麦刈りが中旬には始まる予定に

なっていますので、その点も機械等には十分注意して農作業を行っていただきたいと思いま

す。 

 それでは、先ほど局長報告のとおり、本日の出席の委員数は16名で定足数に達しておりま

すので、ただいまより第127回佐賀市農業委員会農地部会を開催いたします。 

 それでは、本日の付議事項としては、報告第１号 使用貸借解約通知７件、報告第２号

農地法第３条の３第１項届出４件、局長専決処分報告第１号 農地法第４条による届出１件、

局長専決処分報告第２号 農地法第５条による届出１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27件、第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請

３件、第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請14件、第４号議案 農地法第３条

の規定による許可申請18件、第５号議案 買受適格証明願（耕作目的）２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77件、第８号議案 土地改良事業参加資格交替申出３件、第９号議案 農用地利用配分

計画（案）に対する意見の決定について１件、第10号議案 平成27年度の目標及びその達成

に向けた活動の点検・評価（案）１件、第11号議案 平成28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。 

 ここで皆さんに報告いたします。 

 現地調査については、南部調査会は４月８日、北部調査会が４月11日、調査会については

南部調査会が４月12日、北部調査会が４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、

41番員の伊東爲夫委員、43番委員の吉田委員の両名を指名いたします。 
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 それでは、ここで審議に入ります前に、今回、常設審議委員会に意見を求めた議案書13

ページから18ページまでの審議番号１番、３番、５番、14番の審議内容について、坂井会長

より報告を求めます。 

○会長（坂井邦夫君） 

 報告の前に、御承知のとおり、先般南北の調査会で今までの常任会議員会の報告をさせて

いただきました。３月28日をもって427回で常設審議委員会制度に変わりまして、今回から

農地部会において報告をさせていただくことになりました。 

 そして、今までは「諮問」という形でございましたけれども、「意見聴取」、そして今ま

では「答申決定」でございましたけれども、「回答」という形に変わっております。 

 それでは、第１回常設審議委員会の報告をさせていただきます。 

 佐賀市農地法第４条の規定による意見聴取について、3,000平米超、2,000平米以上3,000

平米以下、いずれもありません。 

 農地法第５条の規定による意見聴取について４件、3,000平米超２件、2,000平米以上

3,000平米以下２件。 

 農地法第５条関係４件については、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・７ 

○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７番までの７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。 
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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７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７番ま

での７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 農地法第３条の３第１項届出 

            １・２・３・４ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項届出、審議番号１番から４番までの４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〕 

○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 農地法第３条の３第１項届出、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。 

 

      局長専決処分報告第１号 農地法第４条による届出 

                  １ 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 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〕 

○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２号 農地法第５条による届出 

                  １ 

○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〕 

○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６ページから10までをお開きください 
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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・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22番までの22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１号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号１番から22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22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22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22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

ら22番までの22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10ページ及び11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 

            23・24・25・26・27 

○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23番から27番までの５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１号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号23番から27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、これより採決いたします。 

 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） 
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 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23番か

ら27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12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 

○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

「農家住宅」の農振除外の決定を経た案件で、申請人は、約40ａを耕作されていますが、今

般、県道改修工事により、自宅敷地が収用されることになったため、農家住宅の移転新築を

計画したところ、申請地は、耕作農地に隣接しており、今後も営農を継続していく上で、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、「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。 

 以上のことから、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。 
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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、議案書12ページ及び16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 

            ２ 

      第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            ８ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ここで皆さんにお諮りいたします。 

 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２番及び、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８番の２件については、一体的に造成する計画と

なっています。 

 そこで、この２件については、一括審議・一括採決とし、審議の順序を変更し、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、審議の順序を変更し、先にこの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番及び第３号議案 農地法

第５条の規定による許可申請、審議番号８番については、審議番号２番の申請地の内、1407
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番９と審議番号８番の申請地1407番10が一体的に造成されることから、一括審議・一括採決

を行いました。 

 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番は、転用目的が「農業用

施設」の案件で、申請人は約９haを耕作していますが、申請地の内、1324番１については平

成22年頃に、また、1326番１については平成25年頃に農業用資材置場等が不足していたため、

事業の進捗を急ぐあまり、手続きを経ることなく造成し、現在まで利用してきたものを、今

般、適法化のため転用申請されたものです。また、1407番９については、今回、新たに農作

業場等として利用するため、転用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、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、「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。 

 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８番は、転用目的が「一般住

宅」の案件で、申請人は、現在、実家に家族７人で居住していますが、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、申請地は実家に近く、将来、農業の手伝いや

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。 

 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、「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、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番及び第

３号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番号８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。 



- 11 - 

○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番及び、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８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12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 

            ３ 

○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３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４条の規定による許可申請、審議番号３番は、転用目的が「農家住

宅」の案件で、申請人は約９haを耕作されていますが、申請地は、平成元年頃に亡父が自宅

を建築する際に自宅敷地として造成し、現在まで利用してきたもので、今回、適法化のため

転用申請されたものです。 

 地区農業委員の説明等から、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、

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、「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。 
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 許可基準は、「既存施設の拡張（拡張の面積が既存面積の２分の１を越えないもの）」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。 

 以上のことから、審議番号３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〕 

○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、議案書13ページから15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 

            １・２・３・４・５・６ 

○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６番までの６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

「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。 
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 申請人の説明によると、申請地は、教育施設等に近く、住環境も良いことから、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、申請地内に残る里道について確認したところ、管理しやすくするためにコンク

リート舗装し、利用者の通行に支障がないようにする旨の説明がありました。 

 また、申請地東側の水路境界部分について確認したところ、申請地と水路の間に一部農地

が残るため、護岸ができない部分があるものの、他の部分については護岸工事を行うとの回

答がありました。 

 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、396番１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）。 

 402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、396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）。 

 402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２番、３番については、転用目的が「幼稚園」の農振除外の決定を経た案件と、

その造成を行うための「工事用仮設通路」の一時転用の案件であるため、一括審議・一括採

決とし、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、申請人は幼稚園を運営していますが、今後の認定こども園へ移行

と、待機児童解消のために園舎の増築を計画したところ、申請地は既存施設に隣接している

ため、適地と判断し、転用申請されたとのことです。 

 また、工事用仮設通路については、園舎の増築工事を行うに当たり、工事用車両の通行が

必要なため、申請地を仮設通路として利用したく、一時転用申請されたとのことです。 

 申請人に、申請地が水路に面していることから、園児の転落防止策について確認したとこ
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ろ、既存施設と同様に、高さ1.5ｍのネットフェンスを設置し、園児の安全面に配慮する旨

の説明がありました。 

 また、申請地南側の農地に埋設されている暗渠排水管について確認したところ、工事の際、

南北方向の暗渠管を東西方向に敷設し直し、西側水路へ排水するとの回答がありました。 

 さらに、工事中の車両通行について確認したところ、地元車両を優先し、交通安全には特

に留意するとのことでした。 

 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、また、一時転用については、農地への復元を確約されたため、許可相当と

判断しました。 

 農地区分は、4039番１については、「市町村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）。 

 4039番２については、「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、4039番１については、「仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するた

めに行うもの」に該当するため、農用地アの（イ）のｃ。 

 4039番２については、「既存施設の拡張（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。 

 審議番号４番については、転用目的が「農家住宅」の農振除外の決定を経た案件で、申請

人は約１haを耕作されていますが、自宅の建て替え計画に伴い、土地の調査を行ったところ、

申請地が自宅敷地の一部として利用されていることがわかり、適正化すべく、転用申請され

たものです。 

 地区農業委員の説明などから、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。 

 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、「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
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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５番、６番については、転用目的が「条件付分譲住宅」及び、その工事を行うた

めの「作業場」での一時転用の案件であるため、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、教育施設等に近く、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。 

 また、本工事に当たり、水路の付替え工事が計画されているため、その作業を行う敷地と

して、併せて一時転用申請されたとのことです。 

 申請人に、申請地の東側にバス停があることから、車両の通行について確認したところ、

バス停を北側に恒久的に移設することで、交通局との協議も済ませており、工事中のみなら

ず、工事終了後の交通安全に十分に注意する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、事業計画どおり転用事業を完了する旨

の回答を得ました。 

 その他、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、ま

た、一時転用については、農地への復元を確約されたため、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、1225番１、1228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）。 

 1231番１、1228番２の一部、1231番５の一部については、「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、1225番１、1228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）。 

 1231番１、1228番２の一部、1231番５の一部については、「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。 

 以上のことから、審議番号１番から６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。 
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○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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 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２番及び３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、これより採決いたします。 

 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２番及び３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〕 
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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。 

 ここで皆さんにお諮りします。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５番及び６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、これより採決いたします。 

 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５番及び６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15ページから18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 

            ８を除く７・９・10・11・12・13・14 

○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８番を除く、審議番号７番か
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ら14番までの７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５条の規定による許可申請、審議番号７番については、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、申請人は鉄工業及び建設業を営んでいますが、既存敷地が狭く、

資材置場等が不足しているため、増設を計画したところ、申請地は既存の施設に近く、安全

に作業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、塗装作業を行う際の近隣への影響や、申請地への進入道路が河川の管理用道路

になっているため、大型車両の通行や路上駐車について確認したところ、塗装作業の際には

足場を組み、シートで覆い、さらには風の強い日は作業を控えるなど、近隣に飛散しないよ

うに留意し、また、大型車両の通行については、管理用道路からの乗入れ口に鉄板を敷き、

管理用道路が損傷しないように努め、さらに路上駐車などは行わない旨の回答を得ました。 

 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９番は、転用目的が「農業用施設」の案件で、申請人は、約1.5haを耕作されて

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、既存の農業用倉庫に隣接し、

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、「高速自動車国道その他の自動車のみの交通の用に供する道路のインター

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。 
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 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「駐車場」の案件であるため、北部調査会において申請人説

明を求めました。 

 申請人の説明によると、申請人は現在、申請地の隣地でホテルを経営していますが、従業

員及び業者用の駐車場が不足しており、業務に支障を来しているため、新たに駐車場を整備

したく、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、また、申請地の一部について、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、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、中学校に近く、閑静で良好な住環境であることから、

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、申請地に隣接する東側の道路は通学路でもあることから、造成中の工事車両の

通行について確認したところ、交通安全には十分に配慮する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番については、転用目的が「太陽光発電設備及び資材置場」の案件であるため、
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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、太陽光発電事業及び設置業を営んでおり、現在、申請

地東側を太陽光発電設備及び資材置場として利用していますが、事業が順調であるため、既

存敷地を拡張したく、転用申請されたとのことです。 

 申請人に、申請地北西に農業用水パイプが埋設されているが、造成工事等により、損傷な

どの影響が無いか確認したところ、土地改良区と協議し、影響がないように施工するとの回

答を得ました。 

 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、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」であり、甲種農地ウの(ア)

のａ。 

 許可基準は、「既存施設の拡張（拡張の面積が既存面積の２分の１を越えないもの）」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。 

 以上のことから、審議番号８番を除く審議番号７番から14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７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９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11番から13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。13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 審議番号12番ですが、これは譲渡人が自治会になっておりますけれども、この自治会は法
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人化されている自治会なんでしょうか。 

○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。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 

 一般的な法人ではありませんが、認可地縁団体ということで佐賀市に登録をされておりま

して、今回申請されるに当たって、認可地縁団体の印鑑登録証明書ということで添付書類を

いただいています。 

○13番（百武正幸君） 

 地縁のですね。それでは、自治会の合意形成に対する総会とか、どういうふうに開いたの

か、その辺、よかったら教えていただきたい。 

○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） 

 自治体の合意形成の過程につきましては、確認をしておりません。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 13番、どうぞ。 

○13番（百武正幸君） 

 こういうふうな地縁団体等は、財産処分ですので、普通は総会等を経ないと、代表者だけ

ではどうかと思うんですよね。ですから、総会をいついつ開いて、議事録等もきちんと、も

しよかったらそういう確認もしていただきたいなと。そうしないと、我々も自治会をしてい

て、財産処分に関して自治会長の印鑑だけで判断するというのは、やはり間違いはないと思

うんですけれども、今後、その辺は配慮されてもらえればと思います。 

○農業委員会事務局長（鬼﨑哲也君） 

 御指摘でございますけれども、私どもとしては、地縁団体から印鑑証明が提出されていま

すので、当然合意されているものだと認識はしております。 

 ただ、御指摘のとおり、団体名と印鑑は出ておりますけれども、合意形成を確認するため

に議事録まではとっておりませんので、今後は申請段階でその確認はとりたいと思います。 
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○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） 

 はい。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ほかに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、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番から13番までの３件について、申請どおり許可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。 

    〔「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、申請どおり許可することに決定しました。 

 次に、議案書19ページ及び20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・３・４・５・６・７・８・９ 

○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番から９番までの９件を議
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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番及び７番は普通売

買の案件、審議番号３番は同一世帯での贈与の案件、審議番号４番は別世帯間での贈与の案

件、審議番号５番、８番、９番は同一世帯での使用貸借の案件、審議番号６番は競売落札の

案件です。 

 なお、審議番号１番につきましては、譲受人が「新規就農」となるため、南部調査会にお

いて申請人の説明を求めました。 

 申請人の説明によると、申請人は、介護保険施設経営の傍ら、かねてから農業に関心を

持っていたとのことで、地元の農業者から、自宅と介護保険施設に近い申請地について紹介

を受けたため、適地と判断し、申請されたとのことです。 

 申請人に、今後の営農や従事時間について確認したところ、農業の経験はないが、知人の

農業者と共に、管理協力者からの援助を受けながら耕作し、将来的には介護保険施設の利用

者にもリハビリを目的に農作業に当たってもらい、収穫物は施設に供給したいとの回答を得

ました。 

 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号各号には該当して

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） 
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 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。18番委員。 

○18番（増田 実君） 

 審議番号の４番、別世帯間での子から母への贈与、差し支えなかったら、詳細をお教え願

えればと思いますけれども。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 南部調査会長。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 それでは、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（池上直弘農地係主査） 

 母と２人の子で、３人の共有持ち分になっておりまして、お子様が県外にいらっしゃって、

お母様のほうに譲るということで、共有持ち分の分を譲られる形になっております。 

 以上です。 

○18番（増田 実君） 

 相続で受けた分をまた母に、贈与という形で、相続じゃなくて、贈与という形ですね。 

○事務局（池上直弘農地係主査） 

 そうです。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 18番委員、今の説明でよろしいですか。 

○18番（増田 実君） 

 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） 

 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。 
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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３条の規定による許可申請、審議番

号１番から９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20ページから22ページまでをお開きください。 

 

      第４号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            10・11・12・13・14・15・16・17・18 

○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10番から18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４号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番号10番、13番、15番、16番は普

通売買の案件、審議番号11番、12番、14番は別世帯間の贈与の案件、審議番号18番は同一世

帯での使用貸借の案件です。 

 なお、審議番号10番につきましては、「遠距離通作」の案件であるため、北部調査会にお

いて申請人説明を求めました。 

 申請人の説明によると、申請人は、現在太良町で養豚業を営み、加工・販売を行いながら、

約４haほどの農地を耕作されていますが、今般、申請地に隣接する宅地で自社製品の販売所

を開店する計画があり、近くで収穫した野菜などを販売したいと考え、農地を探していたと

ころ、適地が見つかったため申請されたものです。 

 申請人に、申請地の耕作方法について確認したところ、当面は太良町から農機具等をト

ラックで運搬し、耕作を行うが、販売所を開店した後は、販売所の従業員と共に現所有者の

管理協力を得ながら、耕作を行っていくとの回答を得ました。 

 なお、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項の各号に該
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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。31番委員。 

○31番（今村旨男君） 

 14番は、大和の人から金立の人に贈与となっていますが、これはどういう関係ですかね。 

○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。 

○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） 

 この譲受人と譲渡人の関係ということですけれども、実の兄弟ということで、贈与になっ

ております。 

○31番（今村旨男君） 

 兄弟ですね。 

○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、わかりました。 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 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４号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番

号10番から18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23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・２ 

○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番及び２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します。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 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

8.5haを耕作していますが、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に願出されたものです。 

 なお、委員から、本願出人が先般取得した農地の耕作状況について質問があり、地元委員

より、不耕作農地であったことから、現在、復旧中であり、今後の耕作については願出人

が確実に行う旨の申し出もあっているため、地元としては問題ない旨の回答がありまし

た。 

 審議番号２番については、願出人は、現在、久留米市で約1.9ha、願出地の周辺で約0.6ha

を耕作していますが、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

営規模拡大のために願出されたものです。 

 なお、審議番号１番及び２番については、地区農業委員の説明等から、取得後、全ての農
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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、審議番号１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、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、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、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２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24ページ及び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・５・６・７ 
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○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７番までの７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７番までの７件：

44,216㎡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いたします。 

 この７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７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７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７番までの７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 

            39 
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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39番を議題といたします。 

 ここで皆さんにお諮りします。この案件については、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31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。 

    〔28番大園委員 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39番の 

   更新  １件：1,532㎡ 

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。 

 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、計画案どおりに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） 
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 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39番については、計画案どおりに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。 

    〔28番大園委員 入室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、議案書26ページから37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 

            39を除く１～54 

○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39番を除く審議番号１番か

ら54番までの53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）利用権設定、審議番号39番を除く、審議番号１番

から54番までの53件、 

   新規  15件：  78,851㎡、 

   更新  38件：164,729.25㎡ 

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。 

 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いたします。 

 この53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53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〕 

○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53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39番を除く審議番号１番から54番までの53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 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            55～77 

○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55番から77番までの23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）利用権設定、審議番号55番から77番までの23件、 

   新規  ８件：46,081㎡  

   更新  15件：82,543㎡  

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いたします。 
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 この23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。31番委員。 

○31番（今村旨男君） 

 審議番号の65番と67番、それぞれ５反と３反ですが、無償となっていますけど、どういっ

た理由ですか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 はい、北部調査会長。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 これはそれぞれ耕作してもらえれば無償でいいということです。 

○31番（今村旨男君） 

 あ、そういうことですね。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 はい。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 31番委員、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、これより採決いたします。 

 この23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
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番号55番から77番までの23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 土地改良事業参加資格交替申出 

            １・２・３ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第８号議案 土地改良事業参加資格交替申出、審議番号１番から３番までを議題といたし

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 土地改良事業参加資格交替申出、審議番号１番から３番までについて、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、皆さん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〕 

○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、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） 
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 異議なしと認めます。よって、第８号議案 土地改良事業参加資格交替申出、審議番号１

番から３番までについては、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書44ページをお開きください。 

 

      第９号議案 農用地利用配分計画（案）に対する意見の決定について 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第９号議案 農用地利用配分計画（案）に対する意見の決定について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９号議案 「農用地利用配分計画（案）に対する意見の決定について」につきまして、

南部調査会において審議したところ、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９号議案 農用地利用配分計画（案）に対する意見の決

定について につきましては、計画案どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書45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の点検・評価（案） 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 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します。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 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の点検・評価（案）について、

南部調査会において審議したところ、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。31番委員。 

○31番（今村旨男君） 

 別資料の７ページのⅢ促進等事務に関する評価の⑴現状及び課題の表で、農家数が3426戸

となっていますが、これは前年も同じ数字でした。増えてもいない、減ってもいない。去年

も農家数は同じ3,426戸。うち主業農家914戸、これも同じですね。法人が29。１年間、全然

変わらなかったということですかね。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いします。 

○事務局（大津尚也振興係主任） 
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 この数字は第61次佐賀県農林水産統計年報の値を採用するように指示があっておりまして、

農林業センサスの値を採用されておりますので、昨年度と同じ値になっております。 

○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） 

 農林業センサスは５年に１回ですので、しばらくこの数字は変わらないと思います。 

○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、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） 

 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の点検・評価（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

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46ページをお開きください。 

 

      第11号議案 平成28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11号議案 平成28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） 

 報告します。 
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 第11号議案 平成28年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について、南部調査

会において審議したところ、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11号議案 平成28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。 

    〔「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、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11号議案 平成28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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 第127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） 
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 異議なしと認めます。よって、第127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127回佐賀市農業委員会農地部会を閉会いたします。 

 本日はありがとうございました。 

午前10時58分 閉会 
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