
- 1 - 

令和２年５月定例総会議事録 

 

 日  時  令和２年５月18日（月） 午前９時36分～午前11時４分 

 場  所  佐賀市役所 大財別館 ４階 ４－１、４－２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 土地改良事業参加資格交替申出 

４．議 案 

  第１号議案 取消願（農地法第３条の既定による許可） 

  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 農地法第４条の規定による許可申請 

  第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

  第５号議案 農地転用許可後の事業計画変更承認申請 

  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 令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

（案） 

  第10号議案 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案） 

５．閉 会 
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午前９時36分 開会 

○会長 

 おはようございます。コロナ、コロナで何かと御多用の中、そしてまた今日は会場が変

わっての開催でございますけれども、御出席いただきましてありがとうございました。 

 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５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３件、報告第２号 

農地法第18条合意解約通知28件、報告第３号 使用貸借解約通知14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４条による届出２件、局長専決処分報告第２

号 土地改良事業参加資格交替申出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12件、第３号

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

可申請19件、第５号議案 農地転用許可後の事業計画変更承認申請１件、第６号議案 農用

地利用集積計画（案）所有権移転４件、第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定

460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 令和元年度の目標

及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）１件、第10号議案 令和２年度の目標及びそ

の達成に向けた活動計画（案）１件。 

 以上となっております。 

 ここで皆さんに報告します。 

 現地調査については、南部は５月11日、北部は５月12日に行っております。 

 また、調査会については、南部が５月13日、北部が５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、

14番委員の山口委員、15番委員の池田委員の両名を指名します。 

 今回、「常設審議委員会」に意見を求めた案件は、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 

○会長 

 報告第１号 農地法第３条の３届出、報告番号１番から３番までの３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 

 意見なしということで、次に進みます。 

 次に、議案書２ページから８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 

            １～28 

○会長 

 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28番までの28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 

 意見なしということで、次に進みます。 

 次に、議案書９ページから12ページまでをお開きください。 

 

      報告第３号 使用貸借解約通知 

            １～14 

○会長 

 報告第３号 使用貸借解約通知、報告番号１番から14番までの14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 

 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。 
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      報告第４号 形状変更届 

            １・２ 

○会長 

 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 

 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。 

 

      局長専決処分報告第１号 農地法第４条による届出 

                  １・２ 

○会長 

 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 

 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。 

 

      局長専決処分報告第２号 土地改良事業参加資格交替申出 

                  １ 

○会長 

 局長専決処分報告第２号 土地改良事業参加資格交替申出、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 

 意見なしということで、次に進みます。 

 次に、議案書16ページ及び18ページをお開きください。 
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      第１号議案 取消願（農地法第３条の規定による許可） 

            １ 

      第２号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            ９ 

○会長 

 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、及び第２号議案

 農地法第３条の規定による許可申請、審議番号９番の２件を議題とします。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この２件については、過去に受けた農地法第３条の許可を取り消し、再度所有権移転の申

請がなされていることから、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 

 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。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長 

 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番及び第２号議案 

農地法第３条の規定による許可申請、審議番号９番の２件については、過去に受けた３条許

可を取り消し、再度、所有権移転の申請がなされていることから、一括審議・一括採決とし

ました。申請人は、平成３年３月５日付で３条許可を受けていましたが、所有権移転の手続

をしていなかったことに加え、今回、農地所有適格法人へ所有権移転をすることになったた

め、許可の取り消しの願いを行い、３条の許可申請をされたものです。 

 審議番号９番について、委員から贈与になっている理由について質問があり、事務局から

平成３年に許可を受けた際に、売買代金の受け渡しは済んでいるため、無償になっている旨

の説明がありました。 

 この２件について、調査会において審議したところ、取消願については、取り消し事由は

やむを得ないものと判断し、３条申請については、適格法人の要件を備えていること、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
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題がないこと、また、面積要件も満たしていることから、別添の調査書のとおり、農地法第

３条第２項各号には該当していないため、許可要件の全てを満たすと判断し、願い出どおり

承認相当及び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 

 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。はい、どうぞ。 

○委員 

 事務局の方に考え方をお伺いしたいと思います。 

 この取消願は、ここの事由に書いてありますとおり、所有権移転の手続というのは、相続

登記がなされていなかったと。それともう一点が、譲受人が個人から法人に変わったという

２つの要件で取消願が出されたと思うんです。 

 ところで、譲渡人が相続登記を利用する場合は、我々としては、相談を受けた場合、まず

は相続登記をしてから、その後農業委員会の方に申請をしてくださいと、そういった回答を

しているものですから、法的には相続されて申請できるとは思うんですけれども、そこにつ

いて事務局として、もうちょっと対応していただければなという思いがしますけれども、こ

れについてどのような考え方を持っておられるのか、お尋ねします。 

○会長 

 事務局。 

○事務局 

 この土地につきまして、平成３年の許可後、所有権移転をしないまま、譲渡人が亡くなら

れております。その後、この土地の相続は終わっております。 

 譲受人さんは、当初、この適格法人の代表者のお父様ですけれど、この方が当初は売買の

許可を受けていらっしゃいましたが、今度その息子さんの法人に所有権移転したいというこ

とで一旦許可の取消しをされて、再度、許可の申請をするものです。 

○会長 

 はい、どうぞ。 

○委員 

 私が言いたいのは、農業委員会の方で受け付ける際、我々がこういった未相続の農地等の
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売買とかをした場合に相談を受けた場合は、できるだけ相続登記をしてから農業委員会の方

に申請をしてくださいと、そういった回答をしているものですから、事務局としてもこう

いった二度手間が生じないように、受付の段階から相続登記を事前にするようにと、そう

いった指導はできないでしょうかということです。 

○会長 

 事務局。 

○事務局 

 農業委員会としましては、極力、相続登記をしてから、第３条であったり、第５条の申請

をしてくださいということでお願いをしていますが、中にはやはりいろいろ相続で問題があ

る方もおられて、それを必ずしも受け付けられないということはできませんけど、農業委員

会としても、いずれ相続は必要になってくるので、今の段階できちんと相続をしてください

ということは申請者の方には常々お伝えをしているところであります。 

○委員 

 よろしくお願いします。 

○会長 

 ほかに御質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 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、願い出どおり承認、及び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 

 異議なしと認めます。よって、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、及び第２号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番号９番の２件

については、願い出どおり承認、及び許可することに決定しました。 

 次に、議案書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 

            ３ 

○会長 



- 8 - 

 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３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、平尾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、平尾委員には一時退室していただき、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〕 

○会長 

 異議なしと認めます。よって、この案件を先に審議することに決定しました。 

 それでは、平尾委員、退室をお願いします。 

    〔平尾委員 退室〕 

○会長 

 それでは、南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部副調査会長 

 報告します。 

 審議番号３番は、普通売買の案件です。 

 この案件については、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 

 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 

 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。 
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    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長 

 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。 

 平尾委員の入室をお願いいたします。 

    〔平尾委員 入室〕 

 次に、議案書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 

            ３を除く１～４ 

○会長 

 審議番号３番を除く、審議番号１番から４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。 

○南部副調査会長 

 報告します。 

 審議番号１番及び２番の２件は、普通売買の案件で、審議番号４番は、親子間での贈与の

案件です。 

 審議番号１番、２番について、10アール当たりの売買価格が低額となっていることについ

て質問があり、地元委員より、申請地は、不整形で水はけが悪く、特に審議番号１番の農地

は、通作も不便な場所であるため、申請人双方で合意の上、決定された売買価格であるとの

説明がありました。 

 その他、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 

 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。 

 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 

 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 

 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 

 異議なしと認めます。よって、審議番号３番を除く、審議番号１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18ページ及び19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 

            ９を除く５～12 

○会長 

 審議番号９番を除く、審議番号５番から12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。 

○北部調査会長 

 報告します。 

 審議番号５番及び８番の２件は贈与の案件、審議番号６番及び７番の２件は、普通売買の

案件、審議番号10番は、同一世帯での親から子への使用貸借の案件、審議番号11番は、同一

世帯での親から子への贈与の案件、審議番号12番は、新規就農の案件です。 

 審議番号５番は、ＮＰＯ法人が社会福祉法人に変わる案件であり、全部効率利用要件や下

限面積要件などには該当せず、地域との調和要件などについて問題なく、それ以外の案件に
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ついても、地元農業委員による現地調査を行い、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 

 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〕 

○会長 

 異議なしと認めます。よって、この７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 

 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、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 

 異議なしと認めます。よって、審議番号９番を除く、審議番号５番から１２番までの７件

については、申請どおり許可することに決定しました。 

 次に、議案書20ページ及び25ページをお開きください。 

 

      第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

            １ 

      第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            10 
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○会長 

 第３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４号議案 農地

法第５条の規定による許可申請、審議番号10番の２件を議題とします。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この２件については、転用目的が「農家住宅の敷地拡張」及び「分家住宅」の案件で、一

体的に造成される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 

 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・一括採決とし、審議の順

序を変更し、先にこの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。 

○南部副調査会長 

 報告します。 

 第３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４号議案 農地

法第５条の規定による許可申請、審議番号10番の２件は、転用目的が「農家住宅の敷地拡

張」及び「分家住宅」の、ともに農振除外を経た案件で、一体的に造成されることから、一

括審議・一括採決としました。 

 農地法第４条の規定による許可申請、議番号１番について、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、自宅敷地の一部が農地であることが判明したため、

適法化したく申請されたものです。 

 また、農地法第５条の規定による許可申請、審議番号10番について、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たところ、祖父の農業を手伝う

にあたり、実家に隣接した申請地を適地と判断し、申請されたものです。 

 地元農業委員の説明などから、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、申請地又は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、いずれも「県庁、市役所又は役場から概ね300ｍ以内の農地」に該当するた
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め、第３種農地エの（ア）のａの（ｂ）のⅲ。 

 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 

 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 

 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 

 異議なしと認めます。よって、第３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４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番号10番の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20ページ及び21ページをお開きください。 

 

      第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

            ２・３・４ 

○会長 

 第３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。 

○北部調査会長 

 報告します。 

 審議番号２番及び３番の２件は、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ていることから、一括審議・一括採決としました。 
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 申請地周辺では、公共施設建築の計画があり、昨年11月にも申請地の北側の農地で埋蔵文

化財の試掘が行われております。申請地も候補地として挙がっているとのことで、それに先

立ち埋蔵文化財試掘を行いたく、一時転用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、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、「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、「仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うもの」に該当

するため、農用地アの（イ）のｃと決定しております。 

 審議番号４番は、転用目的が「貸資材置場」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、農業を営んでいますが、近隣の外構工事業者から、申請地を資材置場として貸

してもらいたい旨の相談があったため、申請地を資材置場として整備したく、申請されたも

のです。 

 申請人に、申請地南側水路への被害防除について確認したところ、木柵を設置して土砂が

流出しないようにするが、万が一土砂が流出して水路に堆積した場合は、申請人が責任を

持って対応する旨の回答がありました。 

 また、計画されている残土の内容について確認したところ、主に宅地造成の際に剝した土

や、農地の表土であるとの説明があり、残土は一時的に仮置きするもので、長期間積み上げ

ることはしない旨の説明がありました。 

 さらに、申請地北側へのフェンスの設置について確認したところ、出入り口以外はフェン

スを設置し、出入り口には鍵を付け、子ども達が容易に入れなくす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、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４メートル以上の道路の沿道の区域で、かつ、

500メートル以内に２以上の教育施設、その他の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。 
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 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 

 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２番及び３番の２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 

 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〕 

○会長 

 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 

 異議なしと認めます。よって、審議番号２番及び３番の２件については、申請どおり許可

することに決定しました。 

 次に、審議番号４番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長 

 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〕 
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○会長 

 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、議案書22ページから24ページまでをお開きください。 

 

      第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            １・２・３・４・５・６・７・８・９ 

○会長 

 第４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。 

○南部副調査会長 

 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、家族４人で実家に居住し

ていますが、今般、住宅を建築することを計画したところ、申請地は、小学校に近い閑静な

住宅地にあ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、「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２番及び３番の２件は、転用目的が「太陽光発電設備」の案件で、調査会におい

て申請人説明を求めました。なお、この２件は、先月、同様の申請を一旦取り下げられた後、

転用事業者を変更した上で改めて申請されております。 

 申請地は、日当たりがよく、周囲に日照の妨げとなる建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、東側境界部分に布設されている畔シートは劣化が早いので、申請地西側のよう

に畦畔ブロックにするなど、雑草の管理をしやすくすべきではないかとの意見が出され、申
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請人より、まだ検討中であるが、なるべく費用を掛けずに成果が上がる施工を検討したい旨

の説明がありました。 

 また、工事の際に申請地南側の橋りょうを利用する場合は、周辺居住者に迷惑が掛からな

いように、事前に周知して工事を行って欲しい旨の要望が出され、これに対し、申請人から、

近隣住民へ事前の周知を行い、地元の意向に沿うように工事を進めていきたいとの回答を得

ました。 

 さらに、申請地南側のフェンスの設置について、南側の里道を農業用車両が通行しやすい

ように、できる範囲でフェンスを北側に寄せて欲しいとの要望が出され、申請人より、可能

な範囲で対応したい旨の回答を得ました。 

 また、今回、事業者を変更して、申請し直した経緯について確認したところ、太陽光発電

協会から、申請地と東側隣接地とが同じ事業者になるのであれば、１つの事業にすべきとの

指導があったため、変更した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番は、転用目的が「貸資材置場」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、父が経営する建設会社で働いていますが、現在、会社の資材置き場が不足して

いるため、自ら申請地を造成し、父が経営する会社に資材置場として貸し出したく、申請さ

れたものです。 

 申請人に、土砂流出防止策について確認したところ、周囲にはブロックを設置する計画で、

そのほか、子どもが入り込まないようにフェンスを設けるとの回答を得ました。 

 さらに、会社で購入せずに、社員となる子どもが会社に貸す形を取った理由について確認

したところ、将来的には会社を子どもに譲る予定のため、それを考慮したとのことでした。 

 また、委員からは、国道沿いで車の往来があるため、事故等には注意して造成を行っても

らいたいとの意見が出されました。 
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 その他、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、「水管等が埋設されている幅員４メートル以上の道路の沿道の区域で、かつ、

500メートル以内に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５番から９番までの５件は、転用目的が「道路敷」の、農振除外を経た案件で、

申請人は、申請地の西側で病院を経営していますが、当院へ繋がる道路の道幅が狭く、緊急

車両をはじめ、患者や病院関係者の車両の通行時には、農業用車両との離合が困難な状況で

あるため、申請地を道路敷として拡幅したく申請されたものです。 

 委員から、パイプライン及び吐き出し口について確認したところ、地元委員より、道路南

側にパイプラインがあるため、北側の申請地を転用する計画になったことや、吐き出し口に

ついては移設する旨の説明がありました。 

 さらに、申請地の帰属について確認したところ、事務局から、申請人が用地を取得し、市

が道路整備を行い、最終的には市に帰属されると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、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、「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（ただし、敷地面積は概ね500㎡を

超えないもの）」に該当するため、甲種農地ウの（イ）のｃと決定しております。 

 以上のことから、この９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 

 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。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長 

 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 

 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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 先ほど、南部副調査会長から報告がありましたとおり、審議番号２番及び３番の２件につ

いては、転用目的が「太陽光発電設備」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 

 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、どうぞ。 

○委員 

 事務局にお尋ねします。 

 申請人の代表取締役の方は、前は個人申請で第３条で規模を拡大ということで農地を購入

されましたが、その方と同一人物ですか。 

○会長 

 事務局お願いします。 

○事務局 

 以前、３条で農地を取得された方と同じ方になります。今回は法人で申請をされておりま

す。 

○委員 

 業績等は分かりますか、どのぐらいしておられるか。 

○会長 
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 事務局いいですか。 

○事務局 

 それは、個人で農地をどのくらい耕作されているかというお尋ねですか。この会社で、と

いうことでしょうか。 

○委員 

 会社としてですね。 

○事務局 

 会社としては以前、○○町で１年前だったと思いますが、ちょうど高速道路の北側のとこ

ろで太陽光発電で転用をされております。今回、この法人での太陽光発電の申請は２件目に

なります。 

 以上です。 

○会長 

 はい、どうぞ。 

○委員 

 この案件の太陽光発電はもう完成されていますか。 

○会長 

 事務局。 

○事務局 

 転用完了をされております。 

○委員 

 分かりました。はい、いいです。 

○会長 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長 

 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 
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 異議なしと認めます。よって、審議番号２番及び３番の２件については、申請どおり許可

することに決定しました。 

 次に、審議番号４番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長 

 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番から９番までの５件を議題とします。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 先ほど南部副調査会長から報告がありましたとおり、審議番号５番から９番までの５件に

ついては、転用目的が「道路敷」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 

 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。はい、どうぞ。 

○委員 

 質問ですけど、北側を買っていらっしゃいますけど、南側という話はなかったですか。 

○会長 

 はい、事務局。 

○事務局 

 当初、北側と南側、両方買収する計画があったというふうにお聞きをしておりますけれど

も、先ほど南部調査会の報告がありましたとおり、パイプライン等の施設などの関係で、最

終的に北側の方だけを買収する形になったというふうにお伺いしております。 

 以上です。 

○委員 
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 ありがとうございます。 

○会長 

 委員、いいですか。 

○委員 

 はい。 

○会長 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長 

 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 

 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26ページ及び29ページをお開きください。 

 

      第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            14 

      第５号議案 農地転用許可後の事業計画変更承認申請 

            １ 

○会長 

 第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番号14番、及び第５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２件を議題とします。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この２件については、転用目的を「整骨院」から「一般住宅」へ変更する案件で、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。 
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    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長 

 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・一括採決とし、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 

 報告します。 

 第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番号14番及び第５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２件は、転用目的を「整骨院」から「一

般住宅」へ変更する案件で、一体のものとして申請されていることから、一括審議、一括採

決としました。 

 申請人は、現在、家族５人で居住していますが、両親の介護が必要になり、同居する事を

計画したところ、現在の住宅では手狭となるため、新たに住宅を建築したく、申請されたも

のです。 

 申請地は「整骨院」として許可を受けていたため、「一般住宅」に転用目的を変更したく、

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、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、「概ね10ヘクタール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、この２件については、申請どおり許可及び承認相当として、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 

 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。 



- 24 - 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長 

 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 

 異議なしと認めます。よって、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番

号14番、及び第５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２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25ページから28ページまでをお開きください。 

 

      第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            14を除く11～19 

○会長 

 第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番号14番を除く、審議番号11番か

ら19番までの８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 

 報告します。 

 審議番号11番は、転用目的が「農業用倉庫」の、農振用途区分変更の決定を経た案件で、

申請人は、会社勤務の傍ら、実家とともに農業を営んでいますが、現在使用している農業用

倉庫が老朽化しており、手狭でもあるため、申請地に農業用倉庫の建て替えを行いたく申請

されたものです。 

 委員から、実家の耕作面積について質問があり、これに対し、事務局から、約５町１反を

耕作されているとの説明がありました。 

 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、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）。 
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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。 

 審議番号12番は、転用目的が「一般住宅」の案件で、申請人は、現在、実家に両親と同居

していますが、今般、住宅を建築することを計画したところ、申請地は、実家に隣接してい

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、「概ね10ヘクタール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13番は、転用目的が「分家住宅」の、農振除外を経た案件で、申請人は、現在、

家族６人で借家に居住していますが、手狭となったことから、住宅の建築を計画したところ、

申請地は近隣に教育施設や商業施設があるため、適地と判断し、申請されたものです。 

 委員から、申請人が利用するゴミ置場について質問があり、事務局から、申請地東側の新

興住宅地にあるゴミ置場を利用することで、地元との協議が済んでい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、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、「概ね10ヘクタール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15番及び16番の２件は、転用目的が「建売分譲住宅」の案件で、委員による現地

調査を行いました。 

 申請地は、閑静な住宅地内にあり、教育施設に近く、交通の便も良いため、適地と判断し、

申請されたものです。 
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 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、「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17番及び18番の２件は、転用目的が「太陽光発電設備及び資材置場」並びに「太

陽光発電設備」の案件で、一体的に造成される計画となっているため、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。 

 審議番号17番について、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、加えて、申請人は、佐賀市のほかに小城市でも太陽光発電設備を

持っているとのことで、申請地の一部を、設備に使用する架台等の資材置場として利用した

く申請されたものです。 

 また、審議番号18番について、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。 

 委員から、審議番号17番の申請地の西側市道が狭いことで、工事に支障があるのではない

かとの質問があり、これに対し、申請人からは、これまで、同様の場所での設置工事を経験

したことがあり、今回の申請地についても、問題なく工事を行うことができる旨の説明があ

りました。 

 また、資材置場として利用する部分は、湿地になっているため、対策について確認したと

ころ、少し盛土を行い、周辺への影響が出ないように対応することとし、申請地からの雨水

排水についても、申請地東の水路へ流すように計画しているとの回答がありました。 

 さらに、資金面について確認したところ、申請人は太陽光発電設備を多数設置しており、

安定した売電収入があるため、資金については問題ないと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、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、ともに「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、ともに「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
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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「事務所及び資材置場」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、地質調査を行う事業を営んでいますが、現在の事務所敷地が、事業規模の拡大

に伴い手狭となったことに加え、現在の敷地の地下には水力発電の隧道が通っており、新た

な建築物の建設が出来ないため、申請地に事務所と資材置場を移設したく申請されたもので

す。 

 申請人に、事業内容について確認したところ、全ての建築物に関係する地質調査を行って

おり、依頼主は個人の他、行政からもあるとの説明がありました。 

 また、委員から、申請地は交通量の多い国道沿いであるため、工事の際は十分注意するよ

う意見が出されました。 

 その他、転用実施の確実性、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４メートル以上の道路の沿道の区域で、かつ、

500メートル以内に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、審議番号14番を除く、審議番号11番から19番までの８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 

 ありがとうございました。 

 それでは、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 

 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 
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 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。はい、どうぞ。 

○委員 

 事務局の方に確認したいと思います。 

 転用後の目的が一般住宅となっておりますが、転用の事由等から判断しますと、分家住宅

に該当しないのかなという気がいたしますけれども、そこら辺の一般住宅と分家住宅、先月

の南部調査会でもちょっと議論いたしましたけれども、そこの判断の仕方、これについてお

願いいたします。 

○会長 

 事務局、お願いします。 

○事務局 

 今回の申請は一般住宅ということで、50戸連たんに該当している場合は、基本的には分家

であっても一般住宅ということで取扱いをさせていただいております。 

 50戸連たんに該当しない、分家住宅でしかできない農地については、開発許可に合わせて

分家住宅ということで取扱をしているところでございます。開発許可が、分家住宅でできる

ところでも、50戸連たんでの許可基準がある場合は、一般住宅での許可をされていまして、

50戸連たんに該当しないというようなところについて、分家住宅を建てたいということであ

れば分家住宅ということで開発が取扱いをしておりますので、農業委員会も同じように分家

住宅で取り扱っているところです。 

○委員 

 ということは、当該農地は50戸連たんに該当していたということですね。 

○事務局 

 はい。 

○会長 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長 

 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〕 

○会長 

 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。 

 次に、審議番号13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 

 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 

 異議なしと認めます。よって、審議番号13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15番及び16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15番及び16番の２件について

は、転用目的が「建売分譲住宅」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 

 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〕 

○会長 

 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。 
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    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長 

 異議なしと認めます。よって、審議番号15番及び16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17番及び18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17番及び18番の２件につい

ては、転用目的が「太陽光発電設備及び資材置場」並びに「太陽光発電設備」の案件で、一

体的に造成される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 

 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〕 

○会長 

 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 

 異議なしと認めます。よって、審議番号17番及び18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〕 

○会長 

 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〕 
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○会長 

 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。 

 次に、議案書30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 

○会長 

 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。 

○南部副調査会長 

 報告します。 

 審議番号１番から３番までの３件：17,666㎡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、計画案どおり承認相当

と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 

 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、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 

 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 

 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、計画案どおり承認することに御異議ございませんか。 
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    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長 

 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、計画案どお

り承認することに決定しました。 

 次に、議案書30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 

            ４ 

○会長 

 審議番号４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 

 報告します。 

 審議番号４番 5,011㎡ 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、計画案どおり承認相当とし、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 

 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 

 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 

 異議なしと認めます。よって、審議番号４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55ページをお開きください。 
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      第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            97・98 

○会長 

 第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号97番及び98番の２件を議題

とします。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この２件は、平尾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、平尾委員には一時退室していただき、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。 

○会長 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長 

 異議なしと認めます。よって、この２件を先に審議することに決定しました。 

 それでは、平尾委員、退室願います。 

    〔平尾委員 退室〕 

○会長 

 それでは、南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部副調査会長 

 報告します。 

 審議番号97番及び98番の２件 

   更新  ２件： 12,821㎡ 

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、計画案どおり承認相当と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 

 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。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長 

 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 

 異議なしと認めます。よって、審議番号97番及び98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。 

 平尾委員の入室をお願いいたします。 

    〔平尾委員 入室〕 

○会長 

 次に、議案書31ページから124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 

            97・98を除く１～403 

 審議番号97番及び98番の２件を除く、審議番号１番から403番までの401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。 

○南部副調査会長 

 報告します。 

 審議番号97番及び98番の２件を除く、審議番号１番から403番までの401件 

   新規   37件：  281,638㎡ 

   更新   364件： 2,127,527.39㎡ 

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、計画案どおり承認相当と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 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りします。 
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 議案書45ページをお開きください。 

 先ほど南部副調査会長から報告がありました401件のうち、審議番号57番については、野

田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、野田委員には一時退室していただき、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〕 

○会長 

 異議なしと認めます。よって、この案件を先に審議することに決定しました。 

 それでは、野田委員、退室願います。 

    〔野田委員 退室〕 

○会長 

 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 

 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 

 異議なしと認めます。よって、審議番号57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。 

 野田委員の入室をお願いいたします。 

    〔野田委員 入室〕 

○会長 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 審議番号57番、97番及び98番の３件を除く、審議番号１番から403番までの400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 
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 異議なしと認めます。よって、この400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 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この400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 

 異議なしと認めます。よって、審議番号57番、97番及び98番の３件を除く、審議番号１番

から403番までの400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124ページから138ページまでをお開きださい。 

 

      第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            404～460 

○会長 

 審議番号404番から460番までの57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 

 報告します。 

 審議番号404番から460番までの57件 

   新規  13件： 88,722.30㎡ 

   更新  44件： 219.172㎡ 

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、計画案どおり承認相当とし、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 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 審議番号404番から460番までの57件については、一括審議・一括採決を行いたいと思いま
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すが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長 

 異議なしと認めます。よって、この57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 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この57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 

 異議なしと認めます。よって、審議番号404番から460番までの57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139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 

 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。 

○南部副調査会長 

 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 

 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。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長 

 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 

 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140ページをお開きください。 

 

      第９号議案 令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案） 

○会長 

 第９号議案 令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）を議題とし

ます。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部副調査会長 

 報告します。 

 第９号議案 令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）を調査会に

おいて審議したところ、原案どおり承認相当と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 

 ありがとうございました。 

 続いて、北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長 

 報告します。 

 第９号議案 令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）について、

調査会において審議したところ、原案どおり承認相当とし、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 

 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 

 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〕 

○会長 

 異議なしと認めます。よって、第９号議案 令和元年度の目標及びその達成に向けた活動

の点検・評価（案）については、原案どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書141ページをお開きください。 

 

      第10号議案 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案） 

○会長 

 第10号議案 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）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。 

○南部副調査会長 

 報告します。 

 第10号議案 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）を調査会において審

議したところ、原案どおり承認相当と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 

 ありがとうございました。 

 続いて、北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長 

 報告します。 

 第10号議案 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について、調査会に
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おいて審議したところ、原案どおり承認相当とし、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 

 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 

 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〕 

○会長 

 異議なしと認めます。よって、第10号議案 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動

計画（案）については、原案どおり承認することに決定しました。 

 お諮りします。 

 佐賀市農業委員会令和２年５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 

 異議なしと認めます。よって、佐賀市農業委員会 令和２年５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５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４分 閉会 


