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令和２年９月定例総会議事録 

 

 日  時  令和２年９月18日（金） 午前９時33分～午前10時33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 取消願（農地法第３条の規定による許可） 

  第２号議案 取消願（農地法第５条の規定による許可） 

  第３号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

  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 非農地通知について 

  第10号議案 令和２年度農地等利用最適化推進施策に関する意見書（案） 

５．閉 会 
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午前９時33分 開会 

○会長 

 おはようございます。８月は暑い暑いと言っていましたが、９月に入ったら急に涼しくな

り、台風が９号、10号と来て、また最近は雨続きでなかなか大変だと思います。 

 先日、新聞を見ておりましたら、令和天皇におかれましては皇居の水田で２回目の稲刈り

をされたということが出ておりました。皆さん御承知と思いますが、たしか昨年は平成天皇

が種まきをされ、令和天皇が稲刈りと。種まきから収穫、稲刈りを一貫してされたのは、今

の令和天皇は初めてではないかなと思っております。この品種は「ニホンマサリ」と「マン

ゲツモチ」で、この20株は新嘗祭に献上されるそうです。ということで、私達も豊かな実り

の秋を迎えたいと思っております。 

 先ほどの報告のとおり、本日の出席委員は22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９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８件、報告第３号 使用貸借解約通知１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１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 取消願（農地法第３条の規定による許可）１件、第２号議案

 取消願（農地法第５条の規定による許可）４件、第３号議案 農地法第３条の規定による

許可申請10件、第４号議案 農地法第４条の規定による許可申請１件、第５号議案 農地法

第５条の規定による許可申請15件、第６号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転６件、

第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定18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 非農地通知について２件、第10号議案 令和２年度農地等利

用最適化推進施策に関する意見書（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、南部は現地調査対象案件がありませんでした。北部は９月９日に

行っております。 

 また、調査会については、南部が９月10日、北部が９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。 
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 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、

22番委員の八次委員、23番委員の秋吉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16ページ及び17ページ、並び

に19ページ及び20ページ、農地法第５条の規定による許可申請、審議番号３番から６番まで、

及び12番から15番までの審議結果について報告します。 

 令和２年９月15日に開催された第54回常設審議委員会において、佐賀市が意見聴取を行っ

た農地法第５条関係２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。 

 以上で常設審議委員会についての報告を終わります。 

 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 

 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 

 意見なしということで、次に進みます。 

 次に、議案書４ページ及び５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・２・３・４・５・６・７・８ 

○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 
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 意見なしということで、次に進みます。 

 次に、議案書６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  

○会長 

 報告第３号 使用貸借解約通知、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７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 

 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。 

 議案書８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 

○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。 
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 次に、議案書９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 

○会長 

 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〕 

○会長 

 意見なしということで、次に進みます。 

 次に、議案書10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 

 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 

 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、今年７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、同一世帯の親子である譲渡人及び譲

受人の協議により、許可の取り消しを希望され、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、取り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。 
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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、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 

 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11ページをお開きください。 

 

      第２号議案 取消願（農地法第５条の規定による許可） 

            １・２・３・４ 

○会長 

 第２号議案 取消願（農地法第５条の規定による許可）、審議番号１番から４番までの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、転用目的が「店舗」の案件で、一体のものとして願い出されている

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４件については、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２号議案 取消願（農地法第５条の規定による許可）審議番号１番から４番までの４件

は、令和２年２月に転用目的が「店舗」で許可となった案件ですが、転用許可後に新型コロナ

ウイルスの影響により、事業展開を見直すことになったため、双方同意の上で取消願が提出

されたものです。 

 委員から、今後の耕作について質問があり、事務局から地元委員と協力して農地パトロール
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等により、適正に管理されるように指導していく旨の説明がありました。 

 その他、この４件について、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

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。 

    〔「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４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 

 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、願い出どお

り承認することに決定しました。 

 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３条の規定による許可申請 

            １・２・３・４・５ 

○会長 

 第３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５番の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 

 報告します。 

 審議番号２番を除く、審議番号１番から５番までの４件は普通売買の案件、審議番号２番

は、親族間の贈与の案件です。 

 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
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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。 

    〔「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１番から５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13ページ及び14ページをお開きください。 

 

      第３号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            ７ 

      第４号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

            １ 

○会長 

 第３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４号議案 農地



- 9 - 

法第４条の規定による許可申請、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。 

 第３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番の２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 

 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。 

 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３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番の２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。 

 まず、農地法第４条の規定による許可申請、審議番号１番は、転用目的が「農家住宅の敷

地拡張」の、農振除外を経た案件で、申請人は農業を営んでいますが、土地の調査をしたと

ころ、住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、農振除外までは済ま

せていましたが、農地転用手続きを失念されていたため、今回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、また、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、「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。 

 許可基準については、「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。 



- 10 - 

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

 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。 

 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３条の規定による許可申請、審議番

号７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１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12ページ及び13ページをお開きください。 

 

      第３号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            ７を除く６～10 

○会長 

 第３号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番号７番を除く、審議番号６番か

ら10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 
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 報告します。 

 審議番号６番、９番及び10番の３件は、普通売買の案件、審議番号８番は、親族間の贈与

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 

 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。はい、どうぞ。 

○委員 

 事務局にお尋ねですけれども、今回のこの第３条の売買の対価、例えば９番、10番の○○

町あたりと、５番の△△△町あたりの対価が10ａ当たり100千円ぐらいというのがあります

が、相対の価格だと思いますけれども、通常それくらいで動いているということで理解をし

ていいのかどうかのお尋ねです。 

○事務局 

 ○○町の案件でいいますと、地権者の方が、福岡県とか佐賀市内の方で、どちらかという

と、もう耕作をできないから地元の人にお願いしたいということで100千円という価格で設

定されております。 

○委員 

 相対というような状況でしょうかね。 
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○事務局 

 そうですね、譲渡人が、誰か作る人を探してということでお願いがあって、実際近くだか

ら耕作していいよと、幾らですか、幾らでもいいよという感じになっていると思います。 

○委員 

 もう一点追加でいいですか。 

○会長 

 はい。 

○委員 

 大体どれくらいだろうかというお尋ねがよくありますよね、第３条で動く場合。相対時の

場合はなかなか参考価格にならないですよね。そういったときは、最初に例示があった、あ

の価格ぐらいで動いているという認識でいいのかどうかというのをお尋ねします。 

 大体、実際の場合の価格がより現状に近いかなと思うんですけれども、大体どれくらいだ

ろうかと言われたときに、こういった数字を参考価格で出していいのかどうか、ちょっと疑

問点が委員としてありますので、その辺の考え方を示してもらえばと思いますが。 

○会長 

 事務局。 

○事務局 

 今の御質問につきましては各委員さん方も、第３条のときはこういう数字が出ているとい

うふうに思っていらっしゃるのかなとは思います。 

 基本的には相対で決めていらっしゃる数字で、しかも譲渡人さんから引き受けてほしいと

いうような形で出たものは往々にして安い金額で、譲受人さんにしても、どっちかといった

ら迷惑だけど、まあ、面倒見ようかみたいな格好での価格設定になっておりますので、低め

の数字が出てまいります。 

 ただ、その低めの数字というのは、あくまでも通常の適正な農地の価格としてはちょっと

違うものかなと思いますので、この数字というのはそういうのもあるなという参考程度でご

ざいまして、農地の価格は大体幾らかというときは、例示をしている数字をお伝えいただけ

ればと思っております。 

○委員 

 ありがとうございました。 
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○会長 

 はい、どうぞ。 

○委員 

 △△△町の案件については、分家の方が亡くなって本家に田んぼを返すというふうな形で、

100千円という価格になっております。 

 そういうことで、ほかの地域の売買価格とはちょっと違いますけれども、特にそういう親

戚のところは安くなっております。 

 以上です。 

○委員 

 分かりました。 

○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 

 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６番から10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15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 

            １・２ 

○会長 

 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 
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 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２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、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。 

 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、「特定土地改良事業等の施工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。 

 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番も、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たところ、申請地は、近隣に教育施設があり、

住環境が良いため適地と判断し、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、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、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。はい、どうぞ。 

○委員 

 １番については、備考のところに圃場整備の地区内農地とありますけれども、農振除外の
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決定はいつされていますか。 

○会長 

 事務局どうぞ。 

○事務局 

 この申請地につきましては、圃場整備をされている農地ではありますけれども、もともと

白地になっている土地ですので、農振除外の手続はされておりません。 

○委員 

 しなくていいわけですね。 

○事務局 

 はい。 

○委員 

 白地ですか。 

○南部調査会長 

 私の方からいいですか。 

○会長 

 はい、どうぞ。 

○南部調査会長 

 この周辺は、土地利用計画図３ページを見てもらうと分かると思いますけど、３ページの

上の方がずっと区画されています。これは特定の土地改良事業の中で500㎡ずつの区画にし

ていくための事業でした。その中で残ったところを今回転用申請されているものです。よろ

しくお願いいたします。 

○委員 

 はい、分かりました。 

○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 

 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16ページから20ページまでをお開きください。 

 

      第５号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            ３～15 

○会長 

 審議番号３番から15番までの13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３番から６番までの４件は、転用目的が「高等専修学校」の土地収用法の事業認

定を受けた案件で、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、学校不適応生徒のための高等専修学校を運営していますが、現在の学校敷地が

狭く、校庭も無い上、校舎の老朽化が進み雨漏りもひどいため、新たに校舎を建設する計画

をしたところ、申請地は、駅に近く生徒の通学に便利で、馬術場や、ろう学校に近接してお

り、学校が情操教育の一環として取り組んでいる、ホースセラピープログラムや手話理解プ

ログラムを行う上でも利便性が良いため、移転先として適地と考え申請されたものです。 
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 申請人に、高等専修学校を建設する際の校庭の適正面積について確認したところ、校庭の

広さに規定は無いが、校舎が400㎡以上、先生が３人以上の規定があり、今回、180名をお預

かりできる面積としているとの回答がありました。 

 また、委員から申請地北側の市道は幅員が狭いため、建設資材の搬入について確認したと

ころ、地元説明会の折に、申請地西の県道から仮設道路を作り搬入する計画である旨を説明

し、了承を得ているとの回答がありました。 

 さらに、委員から、生徒の通学については、道も狭く厩舎もあるため周辺に迷惑をかけな

いように交通指導を徹底するよう要望が出されました。 

 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、「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、「土地収用法の規定による告示に係る事業」に該当するため、農用地アの

（イ）のａと決定しております。 

 審議番号７番及び８番の２件は、転用目的が「車両置場」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、一般廃棄物処理業を営んでいますが、事業拡大に伴い、既存事業所が手狭にな

り、事業に支障をきたすようになったため、申請地を車両置場として利用したく申請された

ものです。 

 申請人に、申請地東側の既存事業所北側の繁茂している樹木の管理について確認したとこ

ろ、造園業者に依頼して手入れする旨の回答がありました。 

 また、委員より、申請地の周囲には飲食店もあるため、申請地に廃棄物は一切置かず、駐

車場として利用していくことを再度確認したところ、申請人からは駐車場として利用し、作

業は既存の事業所で行うことを明言されました。 

 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、「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
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め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 審議番号９番は、転用目的が「駐車場」の案件で、申請人は、現在、他県に居住していま

すが、実家に引っ越すにあたり、実家敷地が狭く駐車スペースが無いため、申請地を駐車場

として整備したく、申請されたものです。 

 地元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10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、

夫婦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、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。 

 委員より、排水管が申請地東側農地に埋設されていることについて確認したところ、事務

局から、当該排水管は既存で設置されており、現在も支障なく営農されているため問題はな

い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、「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11番も、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

族と実家に居住していますが、子どもの成長に伴い手狭になったため、申請地に住宅を建築

したく、申請されたものです。 

 地元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10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内に
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ある農地で、その区画の面積、形状、傾斜等から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。 

 審議番号12番から15番までの４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、調査会において申請人説明を求めました。 

 申請地は、近隣に教育施設や公園等があり、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、申請地の中央に残る里道について確認したところ、申請地の南にも里道が続い

ているため、関係部署との協議の結果、廃止等の手続きは難しいとの結論に至り、里道の一

部に張りコンクリートを行って管理していくとの回答がありました。 

 また、委員から、今回の計画図を見ると、分譲地に余裕がないように見えるため、工事に

あたっては、建設資材の落下などで周辺に迷惑をかけないように、安全確保をしてほしいと

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。 

 以上のことから、この13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３番から６番までの４件に

ついては、転用目的が「高等専修学校」の案件で、一体のものとして申請されたものです。 
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 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 

 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 

 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 

 異議なしと認めます。よって、審議番号３番から６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。 

 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７番及び８番の２件について

は、転用目的が「車両置場」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 

 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 
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 異議なしと認めます。よって、審議番号７番及び８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９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10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 

 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。 
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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、審議番号12番から15番までの４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 

 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 

 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 

 異議なしと認めます。よって、審議番号12番から15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21ページをお開きください。 

 

      第６号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

            １・２・３・４・５・６ 

○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６番までの６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 

 報告します。 

 審議番号１番から６番までの６件：16,110㎡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
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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〕 

○会長 

 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。 

    〔「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〕 

○会長 

 異議なしと認めます。よって、審議番号１番から６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22ページから25ページまでをお開きください。 

 

      第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            １～12 

○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 

 報告します。 



- 24 - 

 審議番号１番から12番までの12件 

   新規  ４件： 55,816㎡ 

   更新  ８件： 77,645㎡ 

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12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12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 

 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25ページから28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 

            17、18を除く13～20 

○会長 

 取下げのあった審議番号17番及び18番の２件を除く、審議番号13番から20番までの６件を
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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。 

 取下げのあった審議番号17番及び18番の２件を除く、審議番号13番から20番までの６件 

   新規  ４件： 42,232㎡ 

   更新  ２件： 5,099㎡ 

 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〕 

○会長 

 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。 

    〔「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〕 

○会長 

 異議なしと認めます。よって、取り下げのあった審議番号17番及び18番の２件を除く、審

議番号13番から20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29ページをお開きください。 
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      第８号議案 買入協議の適否の判断について 

            １ 

○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、買入協議の要請相当と判断し、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 

 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、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30ページをお開きください。 

 

      第９号議案 非農地通知について 

            １・２ 

○会長 

 第９号議案 非農地通知について、審議番号１番及び２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。 
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○北部調査会長 

 報告します。 

 審議番号１番及び２番の２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、申出地は、山林、原野化しているため、非農地相当と判断し、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 

 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。 

    〔「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、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 

 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、非農地とするこ

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10号議案 令和２年度農地等利用最適化推進施策に関する意見書（案） 

○会長 

 第10号議案 令和２年度農地等利用最適化推進施策に関する意見書（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。 

○南部調査会長 
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 報告します。 

 令和２年度農地等利用最適化推進施策に関する意見書（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。 

 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。 

 令和２年度農地等利用最適化推進施策に関する意見書（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、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年度農地等利用最適化推進施策に関す

る意見書（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９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 
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 異議なしと認めます。よって、佐賀市農業委員会令和２年９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９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33分 閉会 


