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第131回佐賀市農業委員会農地部会議事録 

 

 日  時  平成28年８月19日(金) 午前９時27分～午前10時47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 農用地利用配分計画（案）に対する意見の決定について 

５．閉 会 
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午前９時27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。 

 ブラジルのリオでは、オリンピックで、日本の選手の方々が毎日大変いい成績をおさめて、

今、メダル数は36個ということで、私たちにとっても、国民にとっても名誉なことであると

私は思います。向こうのほうも暑いかどうかわからないですが、こちらは、お盆を過ぎても

まだまだ暑い日が続きます。皆さん、健康には十分注意して農作業等に励んでください。 

 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

まより第131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３件、報告第２号 農地

法第３条の３届出８件、局長専決処分報告第１号 農地法第４条による届出４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７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21件、第４号議案 農地法第３条の規定による許可

申請４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５件、第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定56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 農用地利用配分計画（案）に対す

る意見の決定について１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８月５日、北部が８月８日、調査会については、南部が８月

９日、北部が８月10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、

26番委員の山口敏勝委員、27番委員の志津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12ページから16ページまでの

農地法第５条の規定による許可申請、審議番号８番から19番までの審査結果について、坂井

会長より報告をお願いします。 
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○会長（坂井邦夫君） 

 報告します。 

 第５回常設審議委員会会議の報告。 

 佐賀市、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㎡以下の案件につきましては、ございません。 

 農地法第５条の規定による意見聴取について４件、3,000㎡超３件、1,000㎡以上3,000㎡以

下１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・採決します。 

 議案書１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 

○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、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３番ま

での３件については、通知どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書２ページから４ページまでをお開きください。 
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      報告第２号 農地法第３条の３届出 

            １・２・３・４・５・６・７・８ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 報告第２号 農地法第３条の３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、報告第２号 農地法第３条の３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。 

 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・４ 

○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〕 

○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。 
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 次に、議案書６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７ページ及び８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 

            １．２．３．４．５．６．７ 

○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７番までの７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７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」
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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７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、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９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
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「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、申請地内の農家住宅に

居住していますが、住宅敷地の一部が農地であることが判明し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。 

 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、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。 

 

      第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

            ２ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、同じく第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番を議題とし

ます。 
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 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会副会長（八頭司文二君） 

 井上北部調査会長が欠席しておりますので、私のほうで説明させていただきます。 

 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番については、転用目的が

「農業用倉庫」の案件で、申請人は、約10haを耕作するみかん農家ですが、既存の農業用倉

庫が手狭となったため、みかん貯蔵用の新たな農業用倉庫の建築を計画したところ、農業用

倉庫は農業関連であるため許可が必要とは知らず、造成してしまったとのことで、今般、適

法化するために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。 

 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、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。 
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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

「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、閑静な集落の中にあり、住環境が良いことから、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、申請地西側の里道の管理について確認したところ、地元と協議を行い、従来ど

おり、地元自治会が管理を行う旨の回答を得ました。 

 また、申請地の周辺には通学路があるため、工事の際の安全性について確認したところ、

交通安全には十分に注意するとの回答を得ました。 

 さらに、転用実施の確実性についても、事業計画どおり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、「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。 

 審議番号２番についても、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、市街化区域に近接し、近隣に教育機関等もあるため、住宅地に適していると判
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断し、申請されたとのことです。 

 申請人に、転用事業に伴う地元説明について確認したところ、既に一部の近隣住民に対し

ては個別に説明を行っており、自治会長と相談をしながら、着工までには地元説明を済ませ

たい旨の回答を得ました。 

 また、転用実施の確実性についても、事業計画どおり完了するとの回答を得ました。 

 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、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「一般住宅の敷地拡張」の農振除外の決定を経た案

件で、申請地は、既に住宅敷地の一部として使用されている狭小な農地で、今後も生活する

上で必要であるため、申請されたものです。  

 地区農業委員の説明などから、事業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

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４番については、転用目的が「農業施設」の用途区分の変更を経た案件で、申請

人は、約18haを耕作されていますが、今般、米麦の生産から販売までを自家で行うことを計

画し、穀物乾燥機や貯蔵庫等を収納できる倉庫の建築をするために申請されたものです。 

 地区農業委員の説明などから、事業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、許可相当と判断しました。 

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

あるため、農用地アの(ア)。 
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 許可基準は、「用途区分の変更」に該当するため、農用地アの(イ)のｂ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） 

 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。 
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 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11ページから19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 

            21～25を除く５～26 

○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21番から25

番までを除く、審議番号５番から26番までの17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。 

○北部調査会副会長（八頭司文二君） 

 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５番は、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３人で借家に居住していますが、子供

の成長に伴い、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、両親の

面倒を看ていく上でも適地と判断し、申請されたものです。 

 地区農業委員の説明などから、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
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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番及び７番は、転用目的が「太陽光発電設備」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、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、太陽光発電事業を営んでおられ、申請地は、周りに高い建物等がなく、発電効

率が良いことから適地と判断し、申請されたとのことです。 

 申請人に、除草対策について尋ねたところ、防草シートを設置するほか、人力でも除草を

行うなど、周辺住民に迷惑がかからないように適正に管理する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、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。 

 審議番号８番から12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、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、近隣に大型商業施設があり、国道にも近く交通の便も良いことから、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、申請地南側里道のＵ字溝の排水について確認したところ、適切に流れるよう勾

配をつけ直すなど、南隣の土地所有者と協議を行い、対応する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、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、一部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、「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）。 
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 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番から15番までについても、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、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、近隣に小学校があり、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、申請されたとのことです。 

 申請人に、北側道路が小学校の通学路になっているため、造成中の工事用車両の通行につ

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。 

 その他、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、「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16番及び17番は、転用目的が「建売分譲住宅」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、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、近隣に小中学校があり、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、申請されたとのことです。 

 申請人に、申請地南側の水路敷地に、申請地からの排水のためのＵ字溝を新設する計画に

ついて、Ｕ字溝に隣接する申請地東側農地に対して影響がないか確認したところ、Ｕ字溝の

布設については、当該農地の所有者と十分協議した上で行いた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、許可相当と判断したものです。 

 農地区分は、「概ね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地」であり、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
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（イ）のｃの（ｅ）と決定しております。 

 審議番号18番及び19番は、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、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、近隣に小学校があり、交通の便も良いことから、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、申請地西側の里道は農作業用としても利用されており、また、近くに小学校も

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、工事車両については申請

地西側里道は利用せず、南側県道からの進入を計画しており、農作業、交通安全には十分に

配慮する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20番は、転用目的が「太陽光発電設備」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、周りに高い建物等がなく、発電効率が良いことから適地と判断し、申請された

とのことです。 

 申請人に、造成時における申請地西側の水路の保護と工事車両の通行について確認したと

ころ、申請地への乗り入れ口には鉄板を敷いて水路の保護を行い、工事車両の通行に関して

も、地元の農作業車を優先し、交通安全には十分に配慮する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、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。 
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 審議番号26番は、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５人で借家に居住していますが、子供の成長に伴い、分家住宅の建築を計画したところ、

申請地は実家に近く、今後、農業の手伝い等を行う上でも適地と判断し、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５番から20番まで、及び26番については、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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 先ほど北部調査会副会長から報告がありましたとおり、審議番号６番及び７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。 
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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、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。はい、13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 お手元の北部調査会資料の収支計画を見ますと、売電価格は30円を切っているようで、収

支計画によりますと、７年目から黒字転換というような計画をされておりますが、この申請

者は、自分で事業全てをやられるわけですか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 北部調査会副会長。 

○北部調査会副会長（八頭司文二君） 

 申請者については、他の地域でも太陽光発電事業を営んでおられまして、事業自体は自分

のところで直接するということでございます。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 今の説明よろしいですか。 

○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） 

 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。 

 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６番及び７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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 次の審議番号８番から12番まで５件についても、一体案件として申請されたものです。 
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 そこで、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番から12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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 審議番号13番から15番までの３件についても、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。はい、13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 申請人についてですけれども、ちょっと私の不勉強かもわかりませんが、会社名が余り聞

き慣れない会社ですけれども、これはいつごろ設立されたのか、わかったら教えてください。 

○北部調査会副会長（八頭司文二君） 

 事務局お願いします。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局。 
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○農地係主事（古賀亮一君） 

 今年の４月に設立された会社でございます。 

○13番（百武正幸君） 

 ４月ですか。設立されて４カ月ぐらいでここまで計画を出されているということですが、

ほかの会社との関連性とかはございませんか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 北部調査会副会長。 

○北部調査会副会長（八頭司文二君） 

 この申請人は、以前は別の不動産会社に勤めていたということで、独立されております。

新たに今年、開業したということです。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 13番委員、今の説明でよろしいですか。 

○13番（百武正幸君） 

 あと、事業計画書の資料を見ていたら、開発場所が次の申請地と似たようなところをされ

ておりますので、関連性があるのではないかなという気がしましたので質問しました。別段、

関連性はないということで理解してよろしいですか。 

○北部調査会副会長（八頭司文二君） 

 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13番から15番までの３件については、申請どおり許可することに決定しました。 

 ここで皆さんにお諮りします。 
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 審議番号16番及び17番の２件についても、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16番及び17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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 審議番号18番及び19番の２件についても、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件については、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18番及び19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20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20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26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26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 

○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番は、競売落札の案件です。 

 この案件については、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。 

 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番については、申請どおり許可することに決定しました。 

 

      第４号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            ２・３・４ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、同じく第４号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番号２番から４番ま

での３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。 

○北部調査会副会長（八頭司文二君） 

 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２番、３番は、普通売買の案

件、審議番号４番は、同一世帯での使用貸借の案件です。 

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

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

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

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 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４号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番

号２番から４番までの３件については、申請どおり許可することに決定しました。 

 次に、議案書21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、約6.2haを

耕作されておりますが、願出人は現在、願出地を耕作していることから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。 

    〔「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。 

 

      第５号議案 買受適格証明願（耕作目的） 

            ２ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、同じく第５号議案 買受適格証明願（耕作目的）、審議番号２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。 

○北部調査会副会長（八頭司文二君） 

 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２番については、「新規就農」の案

件であるため、調査会において願出人による説明を求めました。 
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 願出人は、現在、福岡県久留米市で精米加工会社を営んでいますが、かねてから自らの手

で米を作ってみたいと思っていたところ、願出地は自宅から車で40分ほどで、耕作条件も良

い農地であるため、願出されたとのことです。 

 願出人に、今後の営農計画について確認したところ、管理協力者である地元の農家に営農

指導を仰ぎ、農機具等についても、管理協力者から借りて耕作を行っていく旨の回答を得ま

した。 

 その他、地域との調和要件について確認したところ、今後、地元生産組合や管理協力者と

協議を行い、必要であれば、生産組合に加入し、地域と調和した営農に努めていきたいとの

説明を受けました。 

 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。31番委員。 

○31番（今村旨男君） 

 願出地は反当幾らぐらいで競売にかかっているでしょうか。 

○北部調査会副会長（八頭司文二君） 

 最低買受価格を裁判所が決めておりますので、そこについては、事務局にお尋ねください。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局、説明をお願いします。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 

 最低買受価格は、総額で1,840千円となっております。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 31番委員。 

○31番（今村旨男君） 

 新規就農になっていますけど、耕作面積はどこにカウントされるんですか。居住地にカウ
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ントされるんですか、農地の所在地にカウントされるんですか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局。 

○事務局（中山 光副局長兼庶務係長） 

 基本的には居住地になります。属人ということで、居住地の農業委員会で農家登録をされ

て、耕作地として佐賀市に農地があるということになります。そのため、農地の管理は佐賀

市農業委員会が行いますが、交付金の請求等は、居住地の方で請求されるということになり

ます。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 今の説明でよろしいですか。 

○31番（今村旨男君） 

 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。38番委員。 

○38番（中村 明君） 

 これは新規就農になっていますが、願出地の面積が４反９畝しかなく、５反ないですけど

いいですか。 

○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） 

 願出人が買受適格証明をとられれば競売に参加されると思いますが、願出地を落札すれば、

改めて農地法第３条の申請が必要になります。その時、今回、管理協力者として挙げられて

おります方から農地を借り受ける利用権設定の申出を一緒にされる予定となっておりまして、

その農地の面積が1,000㎡ほどとなっておりますので、５反要件を満たすことになります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 38番委員。 

○38番（中村 明君） 

 その管理協力者は買受適格証明の願出はされないんですね。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 
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 あくまで、願出人だけが買受適格証明の願出をされるということです。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 38番委員、今の説明でいいですか。 

○38番（中村 明君） 

 はい。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ほかにございませんか。39番委員。 

○39番（久米勝博君） 

 願出のあった農地の近所の方で希望者はいなかったですか。 

○北部調査会副会長（八頭司文二君） 

 大分話はしたんですけれども、なかなかなかったです。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ほかにございませんか。13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 皆さんも懸念されると思いますけれども、願出地の周辺では、前回も市外の方から農地を

買いに来られましたが、この願出人は管理協力者に耕作をほぼ丸投げされないかと心配され

ます。実際そういうところもあるようです。 

 そうした場合、管理協力者が農地の管理をすると、農地が荒れないので良いのではないか

という話もあるわけですが、地元の農業委員も後の追跡をする必要があると思います。ただ、

管理協力者が管理することに関して、我々はどういう手だてができるのか、異議申立ができ

るのか、できないのか。農地が荒れなかったら、もうそれでいいじゃないかという話なのか、

その辺、事務局、見解をお願いします。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いします。 

○事務局（古賀康生参事兼農地係長） 

 買受適格証明願の審査の席に願出人さんにおいでいただいて、「自作する」というふうに

言われておりますので、それをもとに許可になっているということです。 

 おっしゃるとおり、やはり事務局としても荒れないようにということをまず第一に考えま

す。そこは管理協力者に指導を仰ぎながら、本人さんが耕作されるということですので、そ
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れでよろしいかなと思っております。 

○13番（百武正幸君） 

 委員会の限界でしょうか、本人が審査の席で「頑張ります」と言われれば、もう我々は

「本当にできるのか」とは、ちょっと言えないものですからね。その時点では耕作の意志は

あっても、今の農業情勢からして、居住地からこれだけの距離をあえて来て、経営できるか

どうか。やっぱり私は、採算的に合わないと思うんですよね。今後またこういう事例も多々

あるかと思いますので、事務局にも、その辺は留意していただきたい。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ほかにございませんか。26番委員。 

○26番（山口敏勝君） 

 願出人が経営している会社を知っていますが、食糧会社なので、これは問題ないと思いま

す。 

 米穀の知り合いの方に聞いた話ですが、従業員も多く、立派な会社とのことです。また、

願出人は、個人的にも農業に関心があるということでした。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 今後、こういうふうな出作という形で耕作される方が出てくるのではないかと思います。

その中で、地元の農業委員さんとも協議をして、地域との調和をとってもらいたいと思います。 

 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。 

 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22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 
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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：

17,358㎡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。 

 

      第６号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

            ５ 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、同じく第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。 

○北部調査会副会長（八頭司文二君） 

 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番の１件5,434㎡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23ページから35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 

            １～49 

○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１番から49番までの49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７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49番までの49件、

   新規  24件： 168,823.1㎡ 

   更新  25件：  115,692㎡ 

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49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49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49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１番から49番までの49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35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 

            50・51・52・53・54・55・56 
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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50番から56番までの７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。 

○北部調査会副会長（八頭司文二君） 

 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50番から56番までの７件、 

   新規  ３件：  14,348㎡ 

   更新  ４件：  32,414㎡ 

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７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議

番号50番から56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38ページをお開きください。 
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      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） 

 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番を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。 

 次に、議案書39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。 

○北部調査会副会長（八頭司文二君） 
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 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、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

定については、計画案どおり承認することに決定しました。 

 お諮りします。 

 第131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131回佐賀市農業委員会農地部会議事録については、そ

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

定しました。 

 これをもちまして、本日の議事を全て終了しました。 

 第131回佐賀市農業委員会農地部会を閉会します。本日はどうもありがとうございました。 

午前10時47分 閉会 


