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令和２年１月定例総会議事録 

 

 日  時  令和２年１月17日（金） 午前９時34分～午前11時３分 

 場  所  佐賀市役所  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 

  第４号 形状変更届 

３．局長専決処分報告 

  第１号 農地法第５条による届出 

４．議 案 

  第１号議案 取消願（農地法第３条の規定による許可） 

  第２号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

  第３号議案 削除 

  第４号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

  第５号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

  第６号議案 農地転用許可後の事業計画変更承認申請 

  第７号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

  第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

  第９号議案 買入協議の適否の判断について 

  第10号議案 非農地通知について 

  第11号議案 佐賀市農業委員会庶務規程の一部改正（案）について 

５．閉 会 
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午前９時34分 開会 

○会長（坂井夫君） 

 おはようございます。年が改まり令和２年になりまして最初の総会でございます。 

 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令和２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26件、報告第３号 使用貸借解約通知８件、報告第４号 形状変

更届２件、局長専決処分報告第１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 取消願（農地法第３条の規定による許可）１件、第２号議案 農地法第３条の規定に

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

件、第５号議案 農地法第５条の規定による許可申請11件、第６号議案 農地転用許可後の

事業計画変更承認申請１件、第７号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転10件、第８

号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定42件、第９号議案 買入協議の適否の判断に

ついて１件、第10号議案 非農地通知について９件、第11号議案 佐賀市農業委員会庶務規

程の一部改正（案）について１件。 

 以上となっております。 

 ここで皆さんに報告します。 

 現地調査については、南部は１月８日、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。 

 また、本日の議事録署名人には、佐賀市農業委員会会議規程第14条第２項の規定に基づき、

４番委員の山田委員、５番委員の百武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24ページ及び25ページ、農地

法第５条の規定による許可申請、審議番号４番から６番までの審議結果について報告します。 

 第46回常設審議委員会の報告 

 佐賀市 農地法第４条の規定による意見聴取については、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、１件、 
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 農地法第５条関係１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。 

 以上で報告を終わります。 

 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。 

 

      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 

○会長（坂井夫君） 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 報告第２号 農地法第18条合意解約通知、報告番号１番については、池田委員本人の案件

となっておりますので、池田委員には一時退室していただき、この案件について先に意見を

伺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（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、この案件について、先に意見を伺うことに決定しました。 

 それでは、池田委員退室願います。 

    〔15番池田委員 退室〕 

○会長（坂井夫君） 

 それでは、この案件について、御意見ございませんか。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 池田委員の入室をお願いいたします。 

    〔15番池田委員 入室〕 

○会長（坂井夫君） 

 次に、議案書４ページから10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 

            ２～26 

○会長（坂井夫君） 

 報告第２号 農地法第18条合意解約通知、報告番号２番から26番までの25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（坂井夫君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 次に、議案書12ページをお開きください。 

 

      報告第３号 使用貸借解約通知 

            ５ 

○会長（坂井夫君） 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 報告第３号 使用貸借解約通知、報告番号５番については、秋吉委員本人の案件となって

おりますので、秋吉委員には一時退室していただき、この案件について先に意見を伺いたい

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（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、この案件について、先に意見を伺うことに決定しました。 

 それでは、秋吉委員、退室願います。 
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    〔23番秋吉委員 退室〕 

○会長（坂井夫君） 

 それでは、この案件について、御意見ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 秋吉委員の入室をお願いいたします。 

    〔23番秋吉委員 入室〕 

 次に、議案書11ページ及び12ページをお開きください。 

 

      報告第３号 使用貸借解約通知 

            ５を除く１・２・３・４・６・７・８ 

○会長（坂井夫君） 

 報告第３号 使用貸借解約通知、報告番号５番を除く、報告番号１番から８番までの７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。 

 

      報告第４号 形状変更届 

            １・２ 

○会長（坂井夫君） 

 報告第４号 形状変更届、報告番号１番及び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〕 

○会長（坂井夫君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 次に、議案書14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５条による届出 

                  １ 

○会長（坂井夫君） 

 局長専決処分報告第１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〕 

○会長（坂井夫君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 次に、議案書15ページをお開きください。 

 

      第１号議案 取消願（農地法第３条の規定による許可） 

            １ 

○会長（坂井夫君） 

 第１号議案 取消願（農地法第３条の規定による許可）、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。 

 第１号議案 取消願（農地法第３条の規定による許可）審議番号１番は、昨年８月の定例

総会で許可となった農地の所有権移転の案件ですが、譲受人側の都合により、許可の取消し

を希望され、双方同意の上で取消願が提出されたものです。 

 この案件について、調査会において審議したところ、取消し事由はやむを得ないものと判

断し、願い出どおり承認することとし、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（坂井夫君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 



- 7 - 

 この案件について、願い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〕 

○会長（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号１番については、願い出どおり承認することに決

定しました。 

 次に、議案書16ページをお開きください。 

 

      第２号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            １・２・３ 

○会長（坂井夫君） 

 第２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（大園敏明君） 

 報告します。 

 審議番号１番は、同一世帯での親から子への贈与の案件、 

 審議番号２番は、親族間の贈与の案件、 

 審議番号３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。 
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    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 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（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号１番から３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16ページ、21ページ及び22ページをお開きください。 

 

      第２号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            ４ 

      第４号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

            ４・５ 

○会長（坂井夫君） 

 第２号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番号４番、及び第４号議案 農地

法第４条の規定による許可申請、審議番号４番及び５番の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。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 第２号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番号４番及び、第４号議案 農地

法第４条の規定による許可申請、審議番号４番、５番の３件は、申請人が同一の案件で、農

地法第４条の許可を得ることにより、農地法第３条の規定による許可申請の全部効率利用要

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、審議番号４番は、普通売買の案件です。 
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 本案件については、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ました。 

 また、農地法第４条の規定による許可申請、審議番号４番は、転用目的が「駐車場及び農

業用機械置場」の案件で、申請人は農業を営んでいますが、今般、土地の調査をしたところ、

申請地が農地であることが判明したため、是正すべ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、申請地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、「水管等が埋設された幅員４ｍ以上の道路の沿道区域で、かつ、500ｍ以内

に２以上の医療施設等が存する農地」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５番は、転用目的が「貸ごみ置場」の案件で、申請人は、農業を営んでいますが、

今般、土地の調査をしたところ、申請地が農地であることが判明したため、是正すべく申請

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、申請地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、「水管等が埋設された幅員４ｍ以上の道路の沿道区域で、かつ、500ｍ以内

に２以上の医療施設等が存する農地」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。 

 以上のことから、この３件については、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（坂井夫君） 

 ありがとうございました。 
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 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、第２号議案 農地法第３条の規定に

よる許可申請、審議番号４番、及び第４号議案 農地法第４条の規定による許可申請、審議

番号４番及び５番の３件については、申請人が同一の案件で、農地法第４条の許可を得るこ

とにより、農地法第３条の許可要件の１つである、全部効率利用要件を満たすことから、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（坂井夫君） 

 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。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 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（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、第２号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番

号４番、及び第４号議案 農地法第４条の規定による許可申請、審議番号４番及び５番の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16ページ及び17ページをお開きください。 

 

      第２号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            ５・６・７・８・９ 

○会長（坂井夫君） 

 第２号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番号５番から９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。 
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 審議番号５番、７番及び８番の３件は親族間の贈与の案件、審議番号６番及び９番の２件

は贈与の案件です。 

 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、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（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号５番から９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、議案書19ページ及び23ページをお開きください。 

 

      第４号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

            １ 



- 12 - 

      第５号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            ２・３ 

○会長（坂井夫君） 

 第４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、及び第５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（大園敏明君） 

 報告します。 

 第４号議案 農地法第４条の規定による許可申請、審議番号１番及び第５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３件は、転用目的が「寺院の敷地拡

張」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・一括採決としまし

た。 

 申請人は、檀家数が80戸の寺院ですが、平成18年に本堂及び庫裏の改築に伴い、駐車場が

不足している状態が続いており、行事や供養の際には、多くの方が車で参拝されるため、近

隣の方に迷惑を掛けているとのことです。 

 そこで、駐車場を新設することを計画したところ、申請地は、既存の敷地に隣接している

ため適地と判断し、申請されたものです。 

 委員から、申請地北側に残る農地への通作について意見があり、事務局から、この農地の

北側から通作はできるが、より耕作しやすいように、協議の上、申請地東側にも農業用通路

を新設する計画である旨の説明がありました。 

 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、申請地の一部を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、「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、「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、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、この３件については、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。 

 先ほど、南部調査会長から報告がありましたとおり、第４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、及び第５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３件については、転用目的が「寺院の敷地拡張」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（坂井夫君） 

 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。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 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（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、第４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、及び第５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４条の規定による許可申請 

            ２・３ 

○会長（坂井夫君） 
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 第４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３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２番は、転用目的が「農業施設」の農振除外及び農振用途区分変更を経た案件で、

申請人は農業を営んでおり、約14町を耕作していますが、申請地は、申請人が相続する以前

は牛舎として利用されており、現在は農業施設としてそのまま利用されています。今般、土

地の調査をしたところ、申請地が農地であることが判明したため、是正すべく申請されたも

のです。 

 委員から、雨水排水のために南側宅地との境界部分にU字側溝を設置する必要がないかに

ついての意見があり、事務局から、雨水は自然流下により北側及び西側水路へ排水されてお

り、現状は安定しているため、周辺農地への影響はないものと思われるとの説明がありまし

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、申請地を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、1358番１については、「特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農

地」に該当するため、第１種農地イの（ア）のｂ。 

 1358番２については、「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」に該当するため、農用地アの（ア）。 

 1835番については、「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」に該当するため、第２種農地カの（ア）。 

 許可基準は、1358番１については、「農業用施設」に該当するため、第１種農地イの

（イ）のｃの(ａ)。 

 1358番２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。 

 1835番については、「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３番も、転用目的が「農業施設」の農振用途区分変更を経た案件で、申請人は、
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審議番号２番と同一人物で、申請地を平成26年ごろから、わら置場として使用していたとの

ことで、今般、土地の調査をしたところ、申請地が農地であることが判明したため、是正す

べく申請されたものです。 

 委員から、申請地東側境界の被害防除についての意見があり、事務局から、東側境界部分

には既存の木柵が設置してあるとの説明がありました。 

 また、委員から、申請地に建築物があるかの意見があり、事務局から、申請地にはビニー

ルハウスが設置されており、わらが保管されているとの説明がありました。 

 その他、地元農業委員の説明などから、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、申請地を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、「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」に

該当するため、農用地アの（ア）。 

 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、この２件については、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（坂井夫君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、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、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。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 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（坂井夫君） 

 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21ページ及び22ページをお開きください。 

 

      第４号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

            ６・７・８・９ 

○会長（坂井夫君） 

 審議番号６番から９番までの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。 

 審議番号６番から９番までの４件は、転用目的が「埋蔵文化財試掘（一時転用）」の案件

で、申請地は、貸店舗としての転用が計画されているとのことで、それに先立ち、埋蔵文化

財の試掘を行いたく、一時転用の申請をされたものです。 

 委員から、申請地南西側のカギ型になっている箇所の必要性についての意見があり、事務

局から、貸店舗として転用する際は、従業員の駐車場として利用する計画である旨の説明を

受けているとの回答がありました。 

 その他、転用実施の確実性や転用面積の必要性、周辺への被害防除計画等について問題な

いことを確認し、農地復元確約書も提出されているため、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、審議番号６番、７番及び９番は、「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）。 

 審議番号８番は、「水管等が埋設されている幅員４ｍ以上の道路の沿道の区域で、かつ、

500ｍ以内に２以上の医療施設が存する農地」に該当するため、第３種農地エの（ア）のａ
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の（ａ）。 

 許可基準は、審議番号６番、７番及び９番は、「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）。 

 審議番号８番は、「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。 

 以上のことから、この４件については、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。 

 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６番から９番までの４件に

ついては、転用目的が「埋蔵文化財試掘（一時転用）」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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号６番から９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23ページから25ページまでをお開きください。 
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      第５号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            ２・３を除く１～６ 

○会長（坂井夫君） 

 第５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件を除く、

審議番号１番から６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（大園敏明君） 

 報告します。 

 審議番号１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、近くに保育園や小学校があり、生活環境に恵まれているため、住環境に適地と

判断し、申請されたものです。 

 申請人に、申請地西側の市道との境界部分に道路側溝を新設する計画がないか確認したと

ころ、雨水は南側道路側溝へ放流する計画であるが、西側道路は、西側水路に向かって片勾

配となっており、申請地と西側道路との境界部分には雨水が溜まらないため、道路管理者も

了承の上で、側溝を設置する計画はないと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」に該当するため、第２種農地カの（ア）。 

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

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 審議番号４番から６番までの３件は、転用目的が「福祉施設の敷地拡張」の農振除外を経

た案件で、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、調査会

において申請人説明を求めました。 

 申請人は、社会福祉事業を営んでおり、現在、既存施設の東側で児童発達支援事業所を運

営しています。事業所の利用者を今後増やす計画ですが、現在の事業所のままでは、部屋数

が少ないことなどから受け入れが困難になっています。それに加えて、現在の土地での用地

交渉が折り合わなかったことから、新築移転を計画されました。また、駐車場台数も現在の
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台数では足りず、行事等の際にはグラウンドの一部を利用している状況とのことで、申請地

に児童発達支援事業所の新築移転及び駐車場を拡張したく申請されたものです。 

 申請人に、既存施設の東側にある現在の事業所について、新築移転後に利用するのか確認

したところ、建物については撤去をし、借りたときの状態に戻して、地権者に返還する旨の

回答を得ました。また、既存のグラウンドについて、今後も駐車場としての利用をするのか

確認したところ、既存施設の駐車場と新設の駐車場で駐車できるよう工夫し、日中、利用者

がグラウンドとして利用できるようにする旨の回答を得ました。 

 その他、転用実施の確実性や転用面積の必要性、周辺への被害防除計画等について問題な

いことを確認し、許可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、「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。 

 以上のことから、この４件については、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（坂井夫君） 

 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。 
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 次に、審議番号４番から６番までの３件を議題とします。 

 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４番から６番までの３件に

ついては、転用目的が「福祉施設の敷地拡張」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（坂井夫君） 

 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。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 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（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号４番から６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25ページをお開きください。 

 

      第５号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            ７ 

○会長（坂井夫君） 

 審議番号７番を議題とします。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この案件は、秋吉委員本人の案件となっており、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。 

 そこで、秋吉委員には一時退室していただき、この案件を審議したいと思いますが、御異
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議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、この案件を審議することに決定しました。 

 それでは、秋吉委員、退室願います。 

    〔23番秋吉委員 退室〕 

○会長（坂井夫君） 

 それでは、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。 

 申請地は県道に隣接し、近隣に商業施設や医療施設があるため、住宅地に適地と判断し、

申請されたものです。 

 申請人に、申請地東側の水路整備について確認したところ、当該水路と申請地との間の部

分には張りコンクリートを施工するが、水路部分については、既にＵ字溝が設置されている

ものの老朽化しているため、水路の東側の地権者や地元生産組合と協議して、既設Ｕ字溝の

補強について検討する旨の回答を得ました。 

 また、委員からは、転用を行う際は、まず市街化区域の農地を検討するよう要望が出され

ました。 

 さらに、申請地北側の市道は東に行くにつれて幅員が狭くなっているため、工事の際には、

事故等に注意するよう意見が出されました。 

 その他、転用実施の確実性や転用面積の必要性、周辺への被害防除計画等について問題な

いことを確認し、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、「水管等が埋設されている幅員４ｍ以上の道路の沿道の区域で、かつ、500

ｍ以内に２以上の医療施設が存する農地」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。 

 以上のことから、この案件については、申請どおり許可相当として総会へ送ることに決定
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したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○会長（坂井夫君） 

 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） 

 今、調査会長の方から東側に水路があるという説明がありましたけれども、この土地利用

計画図を見てみますと、水路の表示がされておりませんけれども、私は現地に行っておりま

せんが、水路は現在のところ、どのような形状になっているのですか。 

○会長（坂井夫君） 

 事務局お願いします。 

○事務局（池田輝幸農地係主査） 

 字図上は、水路自体は１ｍ位の幅がありますけれども、その中に大体45㎝位の、地元の生

産組合で10年位かけて自分たちで設置されたＵ字溝が入っておりまして、実際、老朽管の様

になってネジがとれていたり、一部では裏落ちをして漏水しているような状態であります。 

 計画では、申請地側の方にはブロックを積まれるので、ブロックとＵ字溝の間には最初か

ら張りコンクリートをされるという計画ですが、今回の調査会において、その老朽化してネ

ジが取れている部分のＵ字溝の補強をしていただくようお願いをしているところです。 

○13番（福田義弘君） 

 土地利用計画図の方には水路がついておりませんので、その水路はどのような流れになっ

ていますか。 

○事務局（池田輝幸農地係主査） 

 流れは、北から南の方に流れております。 

○13番（福田義弘君） 

 そして、ずっと南の方に流れているわけですか。 

○事務局（池田輝幸農地係主査） 

 はい、そうです。 

○13番（福田義弘君） 

 その行き先は水路が全然ないので、どうなっているかなと思ってですね。 
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○事務局（池田輝幸農地係主査） 

 この水路については南の方にずっと流れていっております。 

○13番（福田義弘君） 

 はい、わかりました。 

○会長（坂井夫君） 

 ほかに質疑はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 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。 

 秋吉委員の入室をお願いいたします。 

    〔23番秋吉委員 入室〕 

○会長（坂井夫君） 

 次に、議案書26ページ及び27ページをお開きください。 

 

      第５号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            ８・９・10・11 

○会長（坂井夫君） 

 審議番号８番から11番までの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。 

 審議番号８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、ショッピングセンターや病院に近く、上下水道も整備されているため、住宅地
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に適地と判断し、申請されたものです。 

 申請人に、申請地内に設置されている電柱や支柱について確認したところ、許可後に電力

会社と協議し、移設する予定との説明がありました。 

 また、委員から申請地北側の市道について、今後、交通量が増えることを考慮すると狭く、

不便になる恐れがあるため、事業主として自主的に法定の道路幅員以上の拡幅をして欲しい

旨の要望が出され、これに対し申請人から、今回はこのままの計画で進めさせて欲しいが、

今後の開発にあたっては、委員からの意見について配慮していきたい旨の回答を得ました。 

 さらに、委員から今後の計画にあたっては、周辺住民から、開発されて良かったと思われ

るような良好な団地の形成をお願いしたい旨の意見が出されました。 

 その他、転用実施の確実性や転用面積の必要性、周辺への被害防除計画等について問題な

いことを確認し、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、「水管等が埋設されている幅員４ｍ以上の道路の沿道の区域で、かつ、500

ｍ以内に２以上の医療施設が存する農地」に該当するため、第３種農地エの（ア）のａの

（ａ）。 

 許可基準は、「許可し得る」に該当するため、第３種農地エの（イ）と決定しております。 

 審議番号９番は、転用目的が「農業施設」の、農振用途区分変更の決定を経た案件で、申

請人は、農業を営んでいますが、肥料や農機具等を保管する場所を所有していないため、新

たに農業施設の整備を計画したところ、申請地は自己所有の農地に近接しているため作業の

効率化を図る上で適地と判断し、申請されたものです。 

 委員から、現在の農機具の保管場所について質問があり、事務局から申請地北側の土木業

者の資材置場を借りて保管している旨の説明を受けているとの回答がありました。 

 また、農業資材を置く場所は建物が建設される計画があるのかとの質問があり、事務局か

ら現時点で建設する予定はない旨の説明を受けていると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、「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。 
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 審議番号10番及び11番の２件は、転用目的が「墓地の敷地拡張」の案件で、申請人は、申

請地の北側で墓地を運営していますが、現在、墓所の約９割が使用されており、今後も需要

が見込まれることから、申請地を墓所及び駐車場として整備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、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、「高速道路その他自動車専用道のインターチェンジから概ね300ｍ以内」に

該当するため、第３種農地エの（ア）のａの（ｂ）のⅱ。 

 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。 

 以上のことから、この４件については、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（坂井夫君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、審議番号８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（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、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、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。13番委員。 

○13番（福田義弘君） 

 22ページの土地利用計画図を見てみますと、トラックは２台、トラクターが２台というこ

とで、これはトラックは軽トラックですか、それとも普通トラックなのか。 

 いろいろ書いてあるし、それから肥料置き場ということで、竹肥料と野菜肥料と別々に置

くようになっておりますけれども、これは一緒に置くことは可能じゃないのかなと。ただた
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だ面積を２反近く、転用するがために、こんなことを言っちゃ悪いんですけれども、何か絵

に描いたような感じがいたしますけれども、そこら辺の実態はどうなっておりますか。 

 それと、耕作面積はどのくらい作っておられるのか。 

○会長（坂井夫君） 

 事務局。 

○事務局（池田輝幸農地係主査） 

 トラックについては、２台とも軽トラックとお聞きしております。 

 それと、竹肥料と野菜肥料の件ですけど、この方は肥料を自分で作られるためにこの場所

を確保されており、実際、親族が土木業者をされており、竹とか野菜とかを処分するのに結

構困っているということで、自分が農業をしているので、自分で竹や野菜を肥料に変えるた

めにここに一旦ストックして、たまったらそれをチップにして肥料にするためにこれだけの

面積が必要ということでお聞きしております。 

 耕作面積につきましては、佐賀市で果樹を１町３反栽培されておられます。神埼市の方で

は契約農家として葉物野菜を２反栽培されておられます。 

 以上です。 

○13番（福田義弘君） 

 はい、わかりました。 

 それと、このトラクターの置き場所は、計画では建屋を造って置かれることになっていま

すか。 

○事務局（池田輝幸農地係主査） 

 今のところ、建屋を造る計画ではなく、ブルーシートをかけて雨にさらされないようにす

るということです。将来的には簡易のビニールハウスを造って、機械類は入れたいという要

望は持たれているんですけど、今回資金的にそこまで余裕がなかったということで、今のと

ころは、そのままの状態で置かれるということで聞いております。 

○13番（福田義弘君） 

 ただ、トラクターとかトラックはいいんですけれども、噴霧器とか動噴とか、ただブルー

シート１枚かぶせておくこと自体がどうかなという気がいたします。 

 はい、わかりました。 

○会長（坂井夫君） 
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 ほかに質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 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（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、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番及び11番の２件を議題とします。 

 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10番及び11番の２件につい

ては、転用目的が「墓地の敷地拡張」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。21番委員。 

○21番（大園敏明君） 

 普通、建売分譲住宅は、要するに売買されたのが70％、概ね７割以上建っていないと次に

は進めないということになっていますけど、この墓地とかなんとかに関してはどういうこと

になっていますか。 

○会長（坂井夫君） 

 はい、どうぞ。 

○事務局（池田輝幸農地係主査） 

 墓地についての進捗率というものの決まりは特段設けてはおりません。何％売れていない

と次に敷地拡張できないと、そういう基準は農業委員会としては持ち合わせてはいないです。 

○21番（大園敏明君） 
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 そういうふうな決まりというのはないわけですね。 

○事務局（池田輝幸農地係主査） 

 はい。 

○21番（大園敏明君） 

 そうすると、以前、この上のほうは許可をしていますよね。それからも五、六年たってい

ますけど、今もうほとんどここは完売されているという状況ですか。 

○事務局（池田輝幸農地係主査） 

 はい、90％売れてしまって、なおかつ需要があるということで今回、駐車場をメインに広

げたいということで申請されています。 

 以上です。 

○21番（大園敏明君） 

 わかりました。 

○会長（坂井夫君） 

 ほかに。13番委員。 

○13番（福田義弘君） 

 事務局にお聞きします。 

 宗教法人が墓地等々を整備して販売と、そういった事業展開もできることに法律上はなっ

ているのですか。 

○会長（坂井夫君） 

 はい、事務局。 

○事務局（池田輝幸農地係主査） 

 この分については、墓地の担当部署に許可を取られて、お寺さんが墓地を開設されている

ところです。 

○13番（福田義弘君） 

 整備して、販売もできるわけですか。 

○事務局（池田輝幸農地係主査） 

 はい。 

○13番（福田義弘君） 

 はい、わかりました。 
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○会長（坂井夫君） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 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（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号10番及び11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28ページをお開きください。 

 

      第６号議案 農地転用許可後の事業計画変更承認申請 

            １ 

○会長（坂井夫君） 

 第６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１番は、平成31年の４月の定例総会において転用許可を受けた、転用目的が「建

売分譲住宅」の案件で、被害防除を変更することとなったため、申請されたものです。 

 計画当初は申請地南側部分についてコンクリート杭柵を設置する計画でしたが、地盤が想

定していた以上に固かったことからＬ型擁壁に変更することとしたこと、また、申請地西側

の里道拡幅のために７号地西側のコンクリートブロックのセットバック及び申請地内に新設

のごみ置場を設置するレイアウトの変更が生じたため、事業計画変更承認の申請をされたも

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、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
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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、この案件については、申請どおり承認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、申請どおり承認することに決定

しました。 

 次に、議案書29ページから31ページまでをお開きください。 

 

      第７号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

            １・２・３・４・５・６・７・８・９ 

○会長（坂井夫君） 

 第７号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転、審議番号１番から９番までの９件を

議題とします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（大園敏明君） 

 報告します。 

 審議番号１番から９番までの９件：47,303㎡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、
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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９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（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、この９件について、一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この９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（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号１番から９番までの９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31ページをお開きください。 

 

      第７号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

            10 

○会長（坂井夫君） 

 審議番号10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。 

 審議番号10番3,668㎡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
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したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○会長（坂井夫君） 

 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、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（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号10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32ページから38ページまでをお開きください。 

 

      第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            １～30 

○会長（坂井夫君） 

 第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号１番から30番までの30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30番までの30件 

   新規  ６件：  20,232㎡ 

   更新  24件： 135,960.69㎡ 

 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30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（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、この30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（古賀伸一君） 

 １点いいですか。審議番号４番の分で、新規にアスパラガスをされるということで、賃借

料が65千円ぐらいと、そういった部分の賃借料の算定というのはどんな感じでされるんだろ

うかと思っての質問です。事務局いいですか。 

○会長（坂井夫君） 

 はい、事務局。 

○事務局（川﨑富士子振興係主査） 

 今回の賃借料としては、双方、２人とも窓口に来られて受け付けをさせてもらいましたが、

貸し手さんの要望でこの金額に、その窓口のところで決められました。ハウスとかもあるの

で、この金額になっております。 

○18番（古賀伸一君） 

 一般的に、こういったアスパラを作りたいという人がおられたときに、大体どれぐらいで

借りられますかというときの、その判断というのはどんな感じになるのでしょうか。 

○事務局（川﨑富士子振興係主査） 

 やっぱりハウスがついているか否かということでも変わってきます。 

○18番（古賀伸一君） 

 ハウスがついているもの。 

○事務局（川﨑富士子振興係主査） 

 ハウスが付いていることや土壌のこと等も含めて、良い農地ということで契約されていま

す。 

○18番（古賀伸一君） 
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 標準的な金額がやっぱり米と同じように、田んぼの場合は20千円とか30千円とか標準価格

を決めていますよね。こういったものがあるのかなと。特に、相対で決めるだけということ

になるということですね。 

○会長（坂井夫君） 

 事務局。 

○事務局（川﨑富士子振興係主査） 

 そうですね、件数がやっぱり少ないので、そこまで平均も出せないところです。米麦は

やっぱり件数がそれなりにあるので、平均としてこのくらいでされていますよと、土地とか

場所とかであるんですけど、ハウスとかになったら件数がやっぱり貸したり借りたりされて

いる関係で、お二人で話して決めてもらっています。 

 以上です。 

○18番（古賀伸一君） 

 ということは事例を参考にするということですね。 

○事務局（川﨑富士子振興係主査） 

 はい、そうですね。 

○18番（古賀伸一君） 

 わかりました。 

○会長（坂井夫君） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この30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（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号１番から30番までの30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ページから41ページまでをお開きください。 
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      第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            31～42 

○会長（坂井夫君） 

 審議番号31番から42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31番から42番までの12件 

   新規  ６件： 18,849㎡ 

   更新  ６件： 32,578㎡ 

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。13番委員。 

○13番（福田義弘君） 

 事務局にお聞きします。 

 38ページの審議番号33番と34番ということで、新規にイチゴ栽培をされるということです。

片や12,800円と片や無償になっておりますけれども、これももう相対で、アスパラに比べて

相当安いのかなという感じがいたしますけれども、お願いします。 

○会長（坂井夫君） 

 事務局。 

○事務局（川﨑富士子振興係主査） 
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 この土地の12,800円はおじさんの土地ということで、一部を貸されるということで相対で

決めて、この無償は、まだ相続の方が終わっていないということで親戚で話した結果、まだ

おじいちゃんの土地になっているので、無償でということで、親族間で話されて決められた

金額になっております。 

○13番（福田義弘君） 

 おじさんになられるということで相対で決められたと。 

○事務局（川﨑富士子振興係主査） 

 はい、そうです。 

 以上です。 

○13番（福田義弘君） 

 わかりました。 

○会長（坂井夫君） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 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（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号31番から42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42ページをお開きください。 

 

      第９号議案 買入協議の適否の判断について 

            １ 

○会長（坂井夫君） 

 第９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） 
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 報告します。 

 この案件は、令和元年12月定例総会において、この３筆を含めた合計５筆で承認を受け、

公社による買入協議が開催されたところ、その際にあっせん申出者から、５筆のうち２筆に

ついては、「あっせんを辞退したい」との申し出があったとのことです。 

 そのため、前回承認分の５筆の全てが「協議不成立」となったことから、今回、辞退の申

し出があった２筆を除く３筆について、再度、調査会において審議を行いました。 

 委員から、２筆の辞退理由についての質問があり、事務局から、所有農地５筆の全てを売

却するのではなく、２筆を残しておいた方が良いとの家族からの意見を申出者が受け、今回

はこの３筆でのあっせん申し出になっているとの説明がありました。 

 また、委員から、辞退された２筆の農地の今後の耕作についての質問があり、事務局から、

申出者からは５年程度の利用権設定を行い、貸し付けたいとの申し出があっているとのこと

でした。 

 これらを踏まえて、調査会において審議した結果、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。18番委員。 

○18番（古賀伸一君） 

 買入協議の適否で農業委員会が１回資金計画を見てオーケーを出したという部分ですが、

今回もこんな形でまた資金計画で動くということはないのかどうかというのは、これは現実

的に、最初の買入協議のときに資金調達の部分は何らかの方法で確認をされておると思いま

すけれども、その辺のところは、承認をする段階として間違いないという確約をとれないの

かなというような、その辺はどうでしょうか。 

○会長（坂井夫君） 

 事務局。 

○事務局（斎藤実演振興係主査） 

 売却申出者からの御説明では、５筆中２筆を今回取り下げたいということで、資金調達と
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いうのは今後の老後の生活等で利用する資金面での資金確保ということですので、ある程度

一定金額を確保できているので、当面はこれで大丈夫だと考えられたようです。 

○18番（古賀伸一君） 

 質問の趣旨がちょっと分かりにくかったと思います。最初の５筆のとき、一応資金計画も

出して買入れしたいというような話になったと思うんですけど、そのときの資金の確実性と

いうのは余り要らないのかな。 

○会長（坂井夫君） 

 事務局。 

○事務局（斎藤実演振興係主査） 

 売却される方の求める金額ですので、必要金額というのは人それぞれと思いますので、今

回は家族の方とお話をされて、必要な金額はこれだけあれば大丈夫であろうということで、

３筆の売却の方を考えていらっしゃいます。 

○18番（古賀伸一君） 

 ということであれば、こういうケースが出てくるということですね。 

○会長（坂井夫君） 

 事務局。 

○事務局（斎藤実演振興係主査） 

 こういうケースはちょっとまれなケースですので、今後は売却者の方とお話をよくさせて

もらった上で協議をさせていただきたいと思っております。 

○18番（古賀伸一君） 

 はい、わかりました。 

○会長（坂井夫君） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 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、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〕 

○会長（坂井夫君） 
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 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43ページから45ページまでをお開きください。 

 

      第10号議案 非農地通知について 

            １・２・３・４・５・６・７・８・９ 

○会長（坂井夫君） 

 第10号議案 非農地通知について、審議番号１番から９番までの９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１番から９番までの９件について、地元委員による現地調査を行い、調査会にお

いて審議したところ、異議なしということで非農地と判断し、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９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（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、この９件について、一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この９件について、非農地と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（坂井夫君） 
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 異議なしと認めます。よって、審議番号１番から９番までの９件については非農地とする

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 佐賀市農業委員会処務規程の一部改正（案）について 

○会長（坂井夫君） 

 第11号議案 佐賀市農業委員会処務規程の一部改正（案）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。 

 佐賀市農業委員会処務規程の一部改正（案）について、調査会において審議したところ、

原案どおり承認し、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。 

 佐賀市農業委員会処務規程の一部改正（案）について、調査会において審議したところ、

原案どおり承認し、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、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〕 
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○会長（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、この案件については、原案どおり承認することに決定しま

した。 

 お諮りします。 

 佐賀市農業委員会令和２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（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、佐賀市農業委員会令和２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。 

 佐賀市農業委員会令和２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11時03分 閉会 


