
- 1 - 

第132回佐賀市農業委員会農地部会議事録 

 

 日  時  平成28年９月16日(金) 午前９時26分～午前10時34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 農地法第３条の３届出 

  第２号 農地法第18条合意解約通知 

  第３号 使用貸借解約通知 

  第４号 形状変更届 

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３条の規定による許可申請 

  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 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

  第５号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

  第６号議案 農振法第10条の規定による変更申出 

５．閉 会 
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午前９時26分 開会 

○農地部会長（大園敏明君） 

 皆さんおはようございます。 

 平坦部は早稲の「夢しずく」という品種が、大分黄色く色づいてきました。稲刈りがもう

そろそろ始まるんじゃないかなという気がします。また、南のほうでは台風が発生して大き

い台風になるみたいですが、皆さん十分注意して台風対策等には備えてください。 

 それでは、先ほど副局長報告のとおり、本日の出席委員は16名で定足数に達しております

ので、ただいまより第132回佐賀市農業委員会農地部会を開会いたします。 

 本日の付議すべき事項としては、報告第１号 農地法第３条の３届出２件、報告第２号 

農地法第18条合意解約通知12件、報告第３号 使用貸借解約通知４件、報告第４号 形状変

更届１件、局長専決処分報告第１号 農地法第４条による届出２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、議案としては、第１号議案 農地法第３条の規定による

許可申請10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26件、第４号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転７件、

第５号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定149件、第６号議案 農振法第10条の規

定による変更申出１件。 

 ここで皆さんに報告します。 

 現地調査については、南部は対象案件がなかったため行っておりませんが、北部は９月12

日に行っております。 

 また、調査会については、南部が９月13日、北部が９月14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。議事の進行上、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、

24番委員の江口委員、31番委員の今村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14ページ及び15ページの農地法

第５条の規定による許可申請、審議番号７番から12番まで、並びに議案書18ページから20

ページまでの審議番号21番から25番までの審議結果について、坂井会長より報告をお願いし

ます。 



- 3 - 

○会長（坂井邦夫君） 

 報告いたします。 

 第６回常設審議委員会報告。 

 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は、3,000㎡超、1,000㎡以上

3,000㎡以下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きまして３件、3,000㎡超２件、1,000㎡以上3,000

㎡以下１件。 

 農地法第５条関係３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、これより報告事項に入ります。 

 議案書１ページをお開きください。 

 

      報告第１号 農地法第３条の３届出 

            １・２ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 報告第１号 農地法第３条の３届出、報告番号１番、２番の２件について、御意見はあり

ませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 議案書２ページから４ページまでをお開きください。 

 

      報告第２号 農地法第18条合意解約通知 

            １～12 

○農地部会長（大園敏明君） 

 報告第２号 農地法第18条合意解約通知、報告番号１番から12番までの12件について、御

意見はありませんか。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 議案書５ページをお開きください。 

 

      報告第３号 使用貸借解約通知 

            １・２・３・４ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 報告第３号 使用貸借解約通知、報告番号１番から４番までの４件について、御意見はあ

りませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 議案書６ページをお開きください。 

 

      報告第４号 形状変更届 

            １ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 報告第４号 形状変更届、報告番号１番について、御意見はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 議案書７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 

○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、報告番号１番、２番の２件について、

御意見はありませんか。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 議案書８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、報告番号１番について、御意見はあ

りませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 これより議案の審議に入ります。 

 議案書９ページをお開きください。 

 

      第１号議案 農地法第３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１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。 

 審議番号１番、２番は、普通売買の案件、審議番号３番、４番は、交換のための贈与の案

件です。 

 審議番号４番の譲受人は下限面積を満たしておりませんが、この交換については、効率良

く農業を行っていくため、かねてから地元農業委員が交換について、調整を行ってきたこと

から、下限面積の例外規定の一つである「農業委員会のあっせんに基づく農地の交換で、相
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手方が下限面積を下回る場合でも認めることが出来る」に該当するということで、許可相当

と判断しました。 

 その他の案件についても、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４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、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、審議番号１番から４番までの４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10ページ及び50ページをお開きください。 

 

      第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            ７ 
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      第５号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            141 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番号７番及び第５号議案 農用地

利用集積計画（案）利用権設定、審議番号141番を議題とします。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この２件については、申請人が同一の案件であり、同時に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。 

 この２件については、申請人が同一の案件で、同時に申請されたことにより、下限面積要

件を満たすことになるため、一括審議・一括採決を行いました。 

 農地法第３条の規定による許可申請の審議番号７番は、普通売買の案件で、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ました。 

 また、農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号141番の新規１件925㎡については、

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たもの

です。 

 以上のことから、この２件については、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。 



- 8 - 

 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、申請どおり許可及び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１号議案 審議番号７番については、申請どおり許可す

ることに、また、第５号議案、審議番号141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９ページ及び10ページをお開きください。 

 

      第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            ７を除く５・６・８・９・10 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号７番を除く、審議番号５番から10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。 

 審議番号５番、８番は、普通売買の案件、 

 審議番号６番は、別世帯間の贈与の案件、 

 審議番号９番と10番は、交換のための贈与の案件です。 

 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

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） 
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 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。13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 審議番号の９番、10番についてお尋ねします。これは贈与で農地の交換ということですけ

れども、面積が若干違うと思いますが、対価的にはそのままの交換ですか。 

○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） 

 そうです。それぞれの田んぼの条件が違いますので、その辺を考慮されたものと思います。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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） 

 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、審議番号７番を除く、審議番号５番から10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。 
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 次に、議案書11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。 

 審議番号１番は、転用目的が「農家住宅」の農振除外の決定を経た案件です。 

 申請人は、現在居住する住宅及びその敷地が、叔父の所有であるため、新たに農家住宅の

建築を計画し、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、「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２番は、転用目的が「農家住宅の敷地拡張」の案件で、従来から自宅敷地が手狭

で、営農等に支障をきたしていることから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、２番は、申請どおり許可相当として部会へ送ることに決
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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、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、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。 

 

      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） 

 次に、審議番号３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） 
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 報告します。 

 審議番号３番は、転用目的が「農家住宅の敷地拡張」の案件で、申請人は、平成８年頃に、

許可が必要とは知らず、農家住宅を増築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、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 

○農地部会長（大園敏明君） 
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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、審議番号４番を議題とします。 

 お諮りします。 

 この案件は、江口委員本人の案件となっております。 

 農業委員会等に関する法律第31条の議事参与の制限に該当しますので、江口委員に一時退

室いただき、この案件を先に審議したいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、江口委員には一時退室いただき、この案件を先に審議する

ことに決定しました。 

 それでは、江口委員退室してください。 

    〔24番江口委員 退室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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。 

 審議番号４番は、転用目的が「一般住宅」の案件で、申請人は、現在、家族４人で借家に

居住していますが、住宅の建築を計画したところ、申請地は実家に隣接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、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４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。 
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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、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。 

 江口委員の入室を認めます。 

    〔24番江口委員 入室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に議案書12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） 

 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。 

 審議番号１番は、転用目的が「資材置場」の一時転用案件で、申請人は、幼稚園の増築工

事を行うにあたり、申請地を資材置場として利用するため、申請されたものです。 

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

計画等に問題ないことを確認し、転用事業終了後は、農地への復元も確約されたため、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整備計画において、農用地区域内にある農地」である

ため、農用地アの（ア）。 

 許可基準は、「仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うもの」に該当
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するため、農用地アの(イ)のｃと決定しております。 

 審議番号２番は、転用目的が「一般住宅」の案件で、申請人は、現在、家族４人で借家に

居住していますが、今般、住宅の建築を計画し、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、「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

請人は、申請地の隣接地に居住していますが、相続のために土地の調査をしたところ、自宅

敷地の一部として利用している申請地が、農地であることが判明し、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。 

 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） 
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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、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、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、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 

            ５～26 

○農地部会長（大園敏明君） 



- 17 - 

 審議番号５番から26番までの22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。 

 審議番号５番は、転用目的が「障がい者支援施設及びグループホーム」、審議番号６番は、

転用目的が「通路」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、障がい者支援施設を運営していますが、既存施設の一部を集約化するために新

たな施設の建築を計画したところ、申請地は、交通の便が良く、連携できる医療機関も近い

ことから適地と判断し、転用申請されたものです。また審議番号６番は、入り口部分の通路

の幅が狭く、これを拡幅するため申請されたものです。 

 申請人に、北側道路が通学路になっているため、造成中の工事用車両の通行等、交通の安

全性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。 

 審議番号５番の農地区分は、「中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていな

い小集団の生産性の低い農地」であり、第２種農地カの（ア）。 

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

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 審議番号６番の農地区分は、「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、転用目的が「条件付分譲住宅」の案件で、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、近隣に教育施設や病院があり、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、申請地北東側にある農業用倉庫内の乾燥機の騒音や、もみ殻の粉塵等に対して、

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
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者に対しては事前に説明を行うことで、問題が起き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、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「駐車場」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・一括採決としました。 

 申請人は、社会福祉施設等を運営されておりますが、今般の市道新設工事により、既存の

駐車場敷地の一部が収用されることになったため、その代替地として駐車場の拡張を計画し、

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、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」であり、第１種農

地イの（ア）のａ。 

 許可基準は、「既存の施設の拡張」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番から18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、造成中の工事用車両の通行等、交通の安全性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）。 



- 19 - 

 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「資材置場」の案件で、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、申請地の北隣に事務所兼住宅を建築し、申請地を資材置場として利用するため、

申請されたとのことです。 

 申請人に、申請地西側、南側の水路法面の除草管理について確認したところ、コンクリー

ト張などを行い、除草管理をしやすくしていく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、「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。 

 審議番号20番は、転用目的が「太陽光発電設備」の案件であり、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、造成時における工事車両の通行等、交通の安全性について確認したところ、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。 

 審議番号21番から25番までについても、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、
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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いますが、今般、メガソーラー発電設備を建設し、売

電することを計画したところ、申請地は、事業に必要な面積も確保でき、十分な発電が見込

めることから適地と判断し、申請されたとのことです。 

 申請人に、同時利用地北側の法面の一部が崩れていることについて確認したところ、雨水

が北側に流れ込まないよう、早急に対応する旨の回答を得ました。 

 また、今後、万が一、災害が発生した場合の対応について確認したところ、転用事業者が

責任を持って対応する旨の回答を得ました。 

 さらに、調整池の浚渫計画について確認したところ、年４回の定期的な浚渫工事を計画し

ており、雨期前においては、臨時的に浚渫を行うなど、調整池の適正な機能保持に努める旨

の回答を得ました。 

 加えて、転用後、地盤が安定するまでの間は、大雨に備え、一時的な調整池を増設しても

らえないか確認したところ、検討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、許可なく造成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。 

 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、住宅の建築を計画したところ、申請地は実家に近く、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、「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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 以上のことから、審議番号５番から26番までについては、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。 

 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、審議番号５番及び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。 

 次に、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、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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 次の審議番号８番から12番までの５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、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。 

 次の審議番号13番から18番までの６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６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６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） 

 事務局にお尋ねします。 

 分譲住宅への西側からの入口である開発道路の敷地は、審議番号16番に当たりますか。 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いします。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 

 はい、審議番号16番です。 

○13番（百武正幸君） 

 16番の譲渡人は自分で耕作されていますか。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 

 はい、自作ということです。 

○13番（百武正幸君） 

 この開発道路により、農地がこのような形で分断される場合、農業委員会事務局として、

入り口の変更とか、そういう指導とか、何かお話をされたことはないですか。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 

 特にはしておりませんけれども、この道路の北側と南側については、将来的に転用の話が

あるようです。 

○13番（百武正幸君） 

 そういう話ですか。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 

 はい、今回、残る農地が幾つかございますけれども、そちらについても将来的に転用の話

があるということです。 

○13番（百武正幸君） 

 通常だったら、農作業の効率からいっても、こういう案件は事務局でも詳しく確認してお

くべきだと思います。ただ転用するから許可するというのはいかがなものかと思いますけれ

ども、こういうふうな農地の分断を事務局としてはどのように考えていますか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局。 

○事務局（古賀康生参事兼農地係長） 

 もちろん、委員がおっしゃるとおりでございます。事前に転用相談で来られる場合につい

ては、農地を分断しないような転用を指導したりしますが、今回は、いきなりこういう図面

でいきたいと、地権者ともこういう話をしていますというふうなことで始まっております。 
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 そこで、「分断される農地については今後どうされますか」というふうなことを尋ねたと

ころ、そういった答えが返ってきているということで、基本的には、やはり分断しないよう

に、端のほうから詰めて転用してもらうようにお願いしております。今回の場合は、特にこ

の通用口は動かせると思いますので、基本的にはそういった指導で始めてはおります。ただ、

この件がなかなかそれがうまくいかなかったというふうな状況です。 

 以上でございます。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 13番委員、事務局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） 

 他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６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、審議番号13番から18番までの６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、審議番号19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、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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 次の審議番号21番から25番までの５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。13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 申請人は東京の法人ですけれども、佐賀とか九州各県でもやっておられますか。今回初め

てですか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いします。 

○事務局（陣内和昭農地係主任） 

 九州管内では今回が初めてというふうに聞いております。 

○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） 

 わかりました。 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 他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、審議番号21番から25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、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、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22ページ及び23ページをお開きください。 

 

      第４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 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第４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。 

 審議番号１番から７番までの７件：35,180㎡について、調査会において審議したところ、
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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、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24ページから50ページまでをお開きください。 

 

      第５号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            １～140 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第５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140番までの140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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 審議番号１番から140番までの140件 

   新規   ６件： 66,757㎡ 

   更新  134件：402,100㎡ 

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140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140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140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、審議番号１番から140番までの140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52ページをお開きください。 

 

      第５号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            144、145 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号144番、145番の２件を議題とします。 
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 お諮りします。 

 この案件は、吉田委員本人の案件となっております。 

 農業委員会等に関する法律第31条の議事参与の制限に該当しますので、吉田委員に一時退

室いただき、この２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、吉田委員には一時退室いただき、この２件を先に審議する

ことに決定しました。 

 それでは、吉田委員、退室してください。 

    〔43番吉田委員 退室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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。 

 審議番号144番、145番の 

   更新  ２件：12,229㎡ 

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２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、審議番号144番、145番の２件については、計画案どおり承
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認することに決定しました。 

 吉田委員の入室を認めます。 

    〔43番吉田委員 入室〕 

 次に、議案書50ページから54ページまでをお開きください。 

 

      第５号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            143～145を除く142～150 

○農地部会長（大園敏明君） 

 取り下げられた審議番号143番と審議番号144番、145番を除く審議番号142番から150番ま

での６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。 

 審議番号143番、144番、145番を除く審議番号142番から150番までの６件 

   新規  １件： 2,381㎡ 

   更新  ５件：35,825.38㎡ 

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６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６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150番は無償での貸し借りとなっていますが、貸し手と借り手の関係を教えて下
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さい。 

○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） 

 親子でございます。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 31番委員、今の説明よろしいですか。 

○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） 

 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６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、審議番号143番から145番までを除く審議番号142番から150

番までの６件については、計画案どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書55ページをお開きください。 

 

      第６号議案 農振法第10条の規定による変更申出 

            １ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第６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。 

 この案件につきまして、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
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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、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。 

 お諮りします。 

 第132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132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132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34分 閉会 


