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平成31年１月定例総会議事録 

 

 日  時  平成31年１月17日(木) 午前９時31分～午前10時43分 

 場  所  佐賀市役所本庁  ４階大会議室 

 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 

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５条の規定による許可申請 

  第３号議案 農地転用許可後の事業計画変更承認申請 

  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 農用地利用集積計画(案)利用権移転 

  第７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８号議案 買入協議の適否の判断について 

  第９号議案 佐賀市農業委員会規程の一部改正について(案) 

  第10号議案 佐賀市農業委員会会議規程の一部改正について（案） 

  第11号議案 佐賀市農業委員会処務規程の一部改正について（案） 

５．閉 会 
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午前９時31分 開会 

○会長（坂井邦夫君） 

 おはようございます。今年１年、何かと皆様方には御理解、御協力をいただくことに

なるかと思いますが、どうか今年もよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、先ほどの報告のとおり、本日の出席委員は23名で定足数に達しておりますの

で、ただいまより佐賀市農業委員会平成31年１月定例総会を開会します。 

 本日の付議すべき事項としては、報告第１号 農地法第３条の３届出８件、報告第２号 農

地法第18条合意解約通知18件、報告第３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４件、局長専決処分報告第２号 農地法第５条による届出５

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５件、第２号議案 農地

法第５条の規定による許可申請14件、第３号議案 農地転用許可後の事業計画変更承認申請

１件、第４号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転14件、第５号議案 農用地利用集

積計画（案）利用権設定47件、第６号議案 農用地利用集積計画（案）利用権移転５件、第

７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 佐賀市農業委員会規程の一部改正について

（案）１件、第10号議案 佐賀市農業委員会会議規程の一部改正について（案）１件、第11

号議案 佐賀市農業委員会処務規程の一部改正について（案）１件。 

 ここで皆さんに報告します。 

 現地調査については、南部は現地調査対象案件がなく、北部は１月９日に行っております。 

 また、調査会については、南部が１月10日、北部が１月11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、議長が指名し

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、

１番委員の嘉村委員、２番委員の吉田委員の両名を指名します。 

 今回、常設審議委員会に意見を求める案件はなかったことを報告します。 

 それでは、これより報告事項に入ります。 

 議案書１ページから３ページまでをお開きください。 
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      報告第１号 農地法第３条の３届出 

            １・２・３・４・５・６・７・８ 

○会長（坂井邦夫君） 

 報告第１号 農地法第３条の３届出、報告番号１番から８番までの８件について、御意見

はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 次に、議案書４ページから７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 

            １～18 

○会長（坂井邦夫君） 

 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18番までの18件について、御

意見はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 議案書８ページ及び９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・５・６ 

○会長（坂井邦夫君） 

 報告第３号 使用貸借解約通知、報告番号１番から６番までの６件について、御意見はあ

りませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 議案書10ページをお開きください。 
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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 

                  １・２・３・４ 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 議案書11ページ及び12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・４・５ 

○会長（坂井邦夫君） 

 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番から５番までの５件に

ついて、御意見はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 次に、議案書13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 

○会長（坂井邦夫君） 

 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番及び２番の２件を議題と

します。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長(大園敏明君) 

 報告します。 

 審議番号１番、２番は普通売買の案件です。 
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 なお、各案件については、地元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総会へ送る

ことに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号１番及び２番の２件については、申請どおり許可

することに決定しました。 

 次に、議案書13ページ及び14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 

            ３・４・５ 

○会長（坂井邦夫君） 

 審議番号３番から５番までの３件を議題とします。 
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 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長(井上文昭君) 

 報告します。 

 審議番号３番は親族間の贈与の案件、審議番号４番は別世帯間の贈与の案件、審議番号５

番は普通売買の案件です。 

 各案件については、地元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総会へ送ること

に決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号３番から５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15ページをお開きください。 
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      第２号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            １・２ 

○会長（坂井邦夫君） 

 第２号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番号１番及び２番の２件を議題と

します。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長(大園敏明君) 

 報告します。 

 審議番号１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、子どもの成長に伴い手狭と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、適地と判断し、申請されたものです。 

 地元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」に該当するため、

第１種農地イの（ア）のａ。 

 許可基準は、「住宅その他の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

上また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「公民館」の農振除外を経た案件で、現在の地区公民館の建

物を含む敷地の一部が国道拡張工事により収用にかかるため建替えを計画したところ、申請

地は収用後の残地に隣接しているため適地と判断し、申請されたものです。 

 地元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」に該

当するため、甲種農地ウの（ア）のａ。 

 許可基準は、「農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設」に該当するため、甲

種農地ウの（イ）のｃと決定しております。 

 以上のことから審議番号１番及び２番は、申請どおり許可相当として総会へ送ることに決
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定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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、議案書17ページ、18ページ及び20ページをお開きください。 

 

      第２号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            ８・９・10 

      第３号議案 農地転用許可後の事業計画変更承認申請 

            １ 

○会長（坂井邦夫君） 
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 第２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10番まで及び第３号

議案 農地転用許可後の事業計画変更承認申請、審議番号１番の４件を議題とします。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この４件については、一体のものとして申請されたものです。そこで、この４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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 異議なしと認めます。よって、この４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、先にこの４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２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10番までの３件は、

転用目的が「建売分譲住宅」の案件、そのうち１筆は、第３号議案 農地転用許可後の事業

計画変更承認申請、審議番号１番の「資材置場」として平成30年６月に転用許可を得ていた

ものを「建売分譲住宅」として事業計画を変更する案件で、この４件は一体のものとして申

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、自然環境に恵まれ、近隣に教育施設があり、子育て世代の住宅地に適地と判断

し申請されたものです。 

 申請人に、転用許可後の事業計画変更に至った経緯について確認したところ、地元自治会

は、申請地の北と南に祭田を所有しており、以前から申請地と一体的に建売分譲住宅として

転用することを検討していました。 

 しかし、第３号議案の申請地が、競売により資材置場に転用されることを知り、祭田が南

北に分断されることになりました。また、地元で耕作してくれる農家もなく、さらには、神

社の維持管理費の確保も必要となったため、自治会のために申請地と祭田を一体的に建売分

譲住宅として転用することを申請人に依頼されたとのことです。 

 第３号議案の所有者は、自治会が農地以外の土地で新たな資材置場を確保することを条件
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に了承されたため、申請に至った旨の説明がありました。 

 また、委員からは、申請地南側が農地と隣接することから今後の営農に支障がないように

工事を行ってほしいとの意見が出されました。 

 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、許可相当及び承認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」に該当するため、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、第２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10

番までの３件については、申請のとおり許可相当として、また、第３号議案 農地転用許可

後の事業計画変更承認申請、審議番号１番については、申請のとおり承認することで総会へ

送ることに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○会長（坂井邦夫君） 

 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（福田義弘君） 

 20ページの審議番号１番についてですけれども、平成30年６月に申請人が転用目的で資材

置き場として転用を受けたという説明がありましたけれども、通常であれば６月に許可がお

りているので、即、所有権移転、もしくは地目変更されるのが普通ではないかと思いますけ

れども、何でこのように遅れたのか、事務局が把握されておればお願いいたします。 

○事務局（川﨑亘啓農地係主査） 

 先ほどの御質問についてですけれども、所有権移転については、現在の所有者のほうに直

ちに移転をされております。目的が資材置き場ということで、本来ならすぐにされる予定

だったと思うんですけれども、地元の自治会から御相談があって、今のところはまだ工事に

は入っていらっしゃらない状態でこの申請になったものです。 

 以上です。 

○13番（福田義弘君） 
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 地元の自治会から御相談があったというのは、建売分譲住宅の計画があるからということ

ですか。 

○事務局（川﨑亘啓農地係主査） 

 先ほど調査会長からも説明がありましたけれども、以前から建売分譲で検討されていたと

いう経緯は確認をしております。その後、現在の所有者が競売で取得されたというのを自治

会がお聞きになって、当初は取得をされた方で事業計画変更をして、建売分譲にしてもらえ

ないかという御相談をされたようですけれども、取得をされた会社の方では、そのような計

画はないということでお断りを最初はされています。地元としては集落の維持の観点からも、

どうしても建売分譲地にしたいということで、ずっと御相談をされていたと伺っております。 

○13番（福田義弘君） 

 わかりました。 

○会長（坂井邦夫君） 

 ほかに質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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、申請どおり許可及び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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 異議なしと認めます。よって、第２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10番まで及び第３号議案 農地転用許可後の事業計画変更承認申請、審議番号１

番の４件については、申請どおり許可及び承認することに決定しました。 

 次に、議案書15ページから19ページまでをお開きください。 

 

      第２号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            ８～10を除く３～14 

○会長（坂井邦夫君） 

 第２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10番までを除く、３

番から14番までの９件を議題とします。 



- 12 - 

 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３番は、転用目的が「農業用機械置場」の案件で、申請人は農業を営んでいます

が、現在利用している農業用機械置場が工業団地となり利用出来なくなるため、耕作地に近

い申請地を農業用機械置場として利用したく、申請されたものです。 

 地元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」に該当するため、農用地アの（ア）。 

 許可基準については、「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。 

 審議番号４番は、転用目的が「太陽光発電設備」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、日当たりが良く、周囲に日照の妨げとなる建築物もないことから適地と判断し、

申請されたものです。 

 申請人に、申請地は大雨の際、浸水し易い場所だが、何か対策は考えているか確認したと

ころ、事前調査を行い、電気機器等は浸水する恐れの無いところに設置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」に該当するため、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５番は、転用目的が「一般住宅」の案件で、申請人は、申請地の近隣に居住して

いますが、娘家族のために住宅の建築を計画したところ、申請地は、実家に近く、娘家族の

子育て等を手伝っていく上で適地と判断し、申請されたものです。 

 地元農業委員の説明などから、代替性や転用実施の確実性、転用面積の必要性、周辺への
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被害防除計画等について問題ないことを確認し、また、申請地の一部を許可無く転用されて

い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」に該当するため、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番は、転用目的が「寺院の敷地拡張」の案件で、申請人は檀家数が200戸ほど

ある寺院ですが、行事等の際には駐車場が不足しているため、申請地を駐車場等として拡張

したく申請されたものです。 

 地元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、また、申請地の一部について許可無く転用されてい

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」に該当するため、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得る」に該

当するため、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 審議番号７番は、転用目的が「建売分譲住宅」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、小学校に近く、交通の便も良いため、住宅地に適地と判断し、申請されたもの

です。 

 申請人の説明などから、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、「水管等が埋設された４ｍ以上の道路の沿道区域で、かつ、500ｍ以内に２

以上の教育施設、公共施設が存する農地」に該当するため、第３種農地エの（ア）のａの

（ａ）。 

 許可基準については、「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11番も、転用目的が「建売分譲住宅」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。 
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 申請地は、近隣に教育施設があり、交通の便も良いため、住宅地に適地と判断し、申請さ

れたものです。 

 申請人に、申請地南側に残る農地について確認したところ、農用地のため今回の申請地に

加えることができなかったが、袋地とならないように農地として管理できるよう配慮する旨

の回答を得ました。 

 また、南側及び西側の水路についても確認したところ、現在は土砂が堆積しているが、水

路としての機能を回復させる旨の回答を得ました。 

 さらに、委員からは、候補地の選定を慎重に行い、第１種農地の転用はなるべく避けて欲

しいという意見が出されました。 

 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、「概ね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地」に該当するため、

第１種農地イの（ア）のａ。 

 許可基準については、「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」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12番は、転用目的が「太陽光発電設備」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、日当たりが良く、周囲に日照の妨げとなるものがないことから適地と判断し申

請されたものです。 

 申請人に、申請地西側に所有する田の耕作について確認したところ、イノシシが出るため

現在は耕作をしていないが、今回の転用に際してフェンスを設置し、申請地の表土を利用し

て少し嵩上げし、排水管を埋設して畑として耕作していく予定であ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」に該当するため、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13番及び14番の２件は、転用目的が「資材置場」の案件で、一体のものとして申

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、嘉瀬川の上流部、左岸の原野に設置される太陽光発電設備予定地に隣接してい

るため、資材置場として適地と判断し申請されたものです。 

 申請人に、申請地と太陽光発電設備予定地は数メートルの高低差があるため、周囲への影

響が無いか確認したところ、申請地法面の一部がすでに崩落しており、その防止のため、法

面を安定勾配とし、張り芝による施工を行うとの回答を得ました。また、申請地周囲に整備

されている既存の側溝について確認したところ、土砂が堆積している部分については撤去を

行い、再整備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」に該当するため、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、第２号議案、審議番号８番から10番までの３件を除く、３番から14番ま

での９件については、申請のとおり許可相当として総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。 

○会長（坂井邦夫君） 

 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。13番委

員。 

○13番（福田義弘君） 

 ６ページの土地利用計画図を見てみますと、敷地は砂利敷きとかそういったのはなくて、

盛り土もされずにそのまま農業機械の置き場にされるのですか。 

○会長（坂井邦夫君） 

 事務局。 

○事務局（川﨑亘啓農地係主査） 



- 16 - 

 申請地につきましては、整地のみを行う計画となっております。 

 なお、議案の施設の概要のところに総事業費を記載しておりますけれども、こちらがゼロ

円となっておりますので、特に新たな工作物等の設置は予定されておりません。 

 以上です。 

○会長（坂井邦夫君） 

 13番委員。 

○13番（福田義弘君） 

 雨水そのものの排水が的確に水路の方に流れるのか、畦道があるので、農地等々には流れ

込まないですけれども、機械置き場そのものが雨の日などは支障ないのか、その辺を申請人

に聞かれていたらお願いします。 

○会長（坂井邦夫君） 

 事務局。 

○事務局（川﨑亘啓農地係主査） 

 申請人からは、現状のままで、特に問題ないということでお伺いしているところです。 

 以上です。 

○13番（福田義弘君） 

 はい、わかりました。 

○会長（坂井邦夫君） 

 いいですか。 

○13番（福田義弘君） 

 はい。 

○会長（坂井邦夫君） 

 ほかに質問はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 



- 17 - 

 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、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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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。 

 次に、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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 異議なしと認めます。よって、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。 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 異議なしと認めます。よって、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。 
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 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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。 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 異議なしと認めます。よって、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、審議番号12番について質疑に入ります。質疑ございませんか。13番委員。 

○13番（福田義弘君） 

 事務局の方に確認させてください。 

 譲渡人と譲受人、同じ住所で普通売買となっておりますけれども、この人達は親子ですか。 

○会長（坂井邦夫君） 

 事務局。 

○事務局（川﨑亘啓農地係主査） 

 12番の申請人は親子となっております。 

○13番（福田義弘君） 

 親子で普通売買。 

○事務局（川﨑亘啓農地係主査） 
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 はい。 

○13番（福田義弘君） 

 はい、わかりました。 

○会長（坂井邦夫君） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号12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13番及び14番の２件について

は、転用目的が「資材置場」の案件で、一体のもの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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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。13番委員。 

○13番（福田義弘君） 

 調査会長さんにお尋ねしますけれども、今回資材置き場ということになっておりますけれ

ども、法面がずっとついておりますね。これは崩落しないような策はとられていたでしょう

か。 

○北部調査会長(井上文昭君) 

 現在のところ、まだ何もされておりませんが、崩落しないように張芝をされるということ

を聞いております。 

○13番（福田義弘君） 
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 そうですか、わかりました。 

○会長（坂井邦夫君） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号13番及び14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21ページから23ページまでをお開きください。 

 

      第４号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

            １～12 

○会長（坂井邦夫君） 

 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12番までの12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（大園敏明君） 

 報告します。 

 審議番号１番から12番までの12件：39,016㎡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いるため、計画案どおり承認し、

総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。 

○会長（坂井邦夫君） 

 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12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。 
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    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 異議なしと認めます。よって、この12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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この12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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号１番から12番までの12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 

            13・14 

○会長（坂井邦夫君） 

 審議番号13番及び14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。 

 審議番号13番及び14番の２件：11,097㎡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いるため、計画案どおり承認し、総会

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。 

○会長（坂井邦夫君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この２件について、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 
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    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号13番及び14番の２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。 

○会長（坂井邦夫君） 

 次に、議案書24ページから33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 

           １～35 

○会長（坂井邦夫君） 

 次に、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35番までの

35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(大園敏明君) 

 報告します。 

 審議番号１番から35番までの35件 

   新規  19件： 230,873㎡ 

   更新  16件：  76,180㎡ 

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

を満たしているため、計画案どおり承認し、総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。 
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○会長（坂井邦夫君） 

 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35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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 異議なしと認めます。よって、この35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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この35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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号１番から35番までの35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34ページから36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 

            36～47 

○会長（坂井邦夫君） 

 審議番号36番から47番までの12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36番から47番までの12件 

   新規  ３件： 15,858㎡ 

   更新  ９件： 37,033㎡ 

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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を満たしているため、計画案どおり承認し、総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。 

○会長（坂井邦夫君） 

 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12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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 異議なしと認めます。よって、この12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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この12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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号36番から47番までの12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ページをお開きください。 

 

      第６号議案 農用地利用集積計画（案）利用権移転 

            １・２・３・４・５ 

○会長（坂井邦夫君） 

 第６号議案 農用地利用集積計画（案）利用権移転、審議番号１番から５番までの５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（大園敏明君） 

 報告します。 

 審議番号１番から５番までの５件：19,884㎡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いるため、計画案どおり承認し、

総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。 

○会長（坂井邦夫君） 

 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、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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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、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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号１番から５番までの５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。 

 

      第７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 

○会長（坂井邦夫君） 

 第７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。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（大園敏明君） 

 報告します。 

 第７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、総会へ送ることに決定したものです。 
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 以上で報告を終わります。 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 異議なしと認めます。よって、農用地利用配分計画（案）に対する意見の決定については、

原案どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書39ページをお開きください。 

 

      第８号議案 買入協議の適否の判断について 

            １ 

○会長（坂井邦夫君） 

 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（大園敏明君） 

 報告します。 

 審議番号１番について、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、総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。 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 



- 27 - 

○会長（坂井邦夫君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

 異議なしと認めます。よって、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40ページをお開きください。 

 

      第９号議案 佐賀市農業委員会規程の一部改正について（案） 

○会長（坂井邦夫君） 

 第９号議案 佐賀市農業委員会規程の一部改正について（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（大園敏明君） 

 報告します。 

 第９号議案 佐賀市農業委員会規程の一部改正について（案）を、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総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。 

○会長（坂井邦夫君） 

 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９号議案 佐賀市農業委員会規程の一部改正について（案）を、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総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。 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 異議なしと認めます。よって、佐賀市農業委員会規程の一部改正について（案）は、原案

どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書41ページをお開きください。 

 

      第10号議案 佐賀市農業委員会会議規程の一部改正について（案） 

○会長（坂井邦夫君） 

 第10号議案 佐賀市農業委員会会議規程の一部改正について（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（大園敏明君） 

 報告します。 

 第10号議案 佐賀市農業委員会会議規程の一部改正について（案）を、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総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。 

○会長（坂井邦夫君） 

 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 佐賀市農業委員会会議規程の一部改正について（案）を、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総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。 

○会長（坂井邦夫君） 
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 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 異議なしと認めます。よって、佐賀市農業委員会会議規程の一部改正について（案）は、

原案どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書42ページをお開きください。 

 

      第11号議案 佐賀市農業委員会処務規程の一部改正について（案） 

○会長（坂井邦夫君） 

 第11号議案 佐賀市農業委員会処務規程の一部改正について（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（大園敏明君） 

 報告します。 

 第11号議案 佐賀市農業委員会処務規程の一部改正について（案）を、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総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。 

○会長（坂井邦夫君） 

 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 佐賀市農業委員会処務規程の一部改正について（案）を、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総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。 
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○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 異議なしと認めます。よって、佐賀市農業委員会処務規程の一部改正について（案）は、

原案どおり承認することに決定しました。 

○会長（坂井邦夫君） 

 お諮りします。 

 佐賀市農業委員会平成31年１月定例総会議事録について、その字句、その他の整理を要す

るものについては、その整理を農業委員会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〕 

○会長（坂井邦夫君） 

 異議なしと認めます。よって、佐賀市農業委員会平成31年１月定例総会議事録について、

その字句、その他の整理を要するものについては、その整理を農業委員会会長に委任するこ

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。 

 佐賀市農業委員会平成31年１月定例総会を閉会します。 

 本日はありがとうございました。 

午前10時43分 閉会 


