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平成３０年１０月 武雄市農業委員会「総会」議事録 

 

 １．日 時    平成３０年１０月５日（金） 

          （開会）９時００分 （閉会）１０時２０分 

 
 ２．場 所    武雄市役所 ２階会議室 
 
 ３．農業委員出席状況   出席者１８人  欠席者 １人 

議席 

番号 
氏名 出席 欠席 

議席 

番号 
氏名 出席 欠席 

１ 中尾 和則 ○  １１ 川口 敏広 〇  

２ 富永 光男 ○  １２ 古川さゆり 〇  

３ 末藤 良郎 ○  １３ 稲富  守 〇  

４ 佐佐木幸夫 ○  １４ 永石 芳彦 〇  

５ 中島  薫 ○  １５ 山下 英喜 〇  

６ 中村 和仁 ○  １６ 川内 正美 〇  

７ 中村 一明 ○  １７ 山口 武美  〇 

８ 田代 了三 ○  １８ 相原 經憲 〇  

９ 松尾 隆雄 ○  １９ 岩橋 久美 〇  

１０ 向井 健作 ○      

 

 ４．農地利用最適化推進委員で出席した者 
    なし 
 

 ５．協議事項  

   議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について        ５件 

   議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について        ７件 

   議案第３号 農用地利用集積事業計画（案）について 

   議案第４号 武雄市非農地証明について                ２件 

   議案第５号 空き家・空き地に付随した特例農地の指定申請について   １件 

   議案第６号 武雄市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する 

         指針」の策定について 

 

 ６．議事内容 以降記載 

 

―――――――――――――――――《開会》 ―――――――――――――――――― 

 

事務局長   皆さんおはようございます。定刻になりましたので、平成３０年１０月の

武雄市農業委員会「総会」を始めたいと思います。 

本日は１７番 山口 武美 委員より欠席の届け出があっております。欠

席者１名ということで、在任委員の過半数以上の出席となっておりますので、
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農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、本日の総会は成立

をいたします。 

それでは、会長よろしくお願いします。 

 

――――――――――――《議事録署名人指名・報告事項》―――――――――――― 

 

会 長    改めましておはようございます。１０月の定例総会を開催しましたところ、

お忙しい中に出席いただきましたことに対して深く御礼申し上げます。 

       １０月２日に第４次安倍内閣が発足しました。我々が関係する農林水産大

臣には、北海道出身の吉川貴盛氏６７歳が就任されました。副大臣も歴任さ

れ農政には精通しておられると思いますので、今後の農政に期待をしたいと

思います。 

       また９月１５日付けの作況指数が３０日に発表されました。前回の８月２

５日付けでは昨年並みということでしたが、今回は１０４と前回よりも少し

上がりました。１０アール当たり５４０キロ。９俵ですね。私のところの「ゆ

めしづく」は７俵しか取れておりませんでしたが、皆さんのところはいかが

でしょうか。 

       また台風２４号が先週日本列島を縦断しましたが、今度は２５号が東シナ

海を北上しております。明日の朝から昼頃が最接近と報道されております。

「ゆめしづく」はだいたい収穫できたのではないかと思っておりますが、「ひ

のひかり」ともち関係がこれから収穫をする時ですので、あまり風が吹かな

いで欲しいなと思っております。少しでも被害が少なくなるように願うばか

りです。 

       それでは、ただ今から平成３０年１０月の武雄市農業委員会総会を開会い

たします。今日は、議案第１号から議案第６号までの審議をお願いいたしま

す。 

審議に入る前に、本日の議事録署名人を指名いたします。２番 富永光男 

委員、９番 松尾隆雄 委員を指名いたします。よろしくお願いします。 

       それでは、議案審議に入る前に、事務局から事業報告をお願いします。 

 

事務局    本日配布しております資料の１ページをご覧ください。「武雄市農業委員会 

事業報告 平成３０年９月分」です。先月の主な事業についてご報告いたし

ます。 

       ９月中は推進委員を中心に農地パトロールを行っていただいたところです。 

       ９月５日水曜日には定例総会を開催し、終了後には農地利用最適化推進会

議、認定農業者との意見交換会を行いました。 

       ９月１８日火曜日には佐賀県農業会議の常設審議会が開催され、佐佐木会

長が委員として出席しました。武雄市の案件はありませんでした。 

       ９月２０日木曜日は議案受付を締切りました。 

９月２７日木曜日には調査委員会を開催し、農地転用１件について調査を

行いました。 
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       以上で事業報告を終わります。 

 

事務局    次に２ページ・３ページをご覧ください。農地法の第４条、第５条につい

てご報告いたします。 

       ４月５日の総会でご審議いただいた分のうちまだ許可が出ていなかった２

件について許可が出ております。〇〇工事に伴う一時転用です。これは２６

年度に許可が出いているものの延長許可です。 

       次に８月６日の総会でご審議いただいた案件ですが、４条が１件、５条が

９件許可が出ています。５条の〇〇町の建売分譲住宅２件と、〇〇の一時転

用の２件はまだ県で審査中で許可が出ておりません。 

       次に９月５日の総会でご審議いただいた案件ですが、５条の３件について

許可が出ております。４条の１件と５条の２件についてまだ県で審査中です。 

 

       次に４ページをご覧ください。「農用地利用計画の変更」、いわゆる「農振

除外」の手続についてご報告いたします。 

       ４月の総会で審議いただいた３件について、農振除外の手続が済んでおり

ます。今後、農地転用の手続が進められますので、担当地区の農業委員・推

進委員さんに対して、申請内容の確認、確認書の署名について、申請者がお

見えになると思いますので、対応のほどよろしくお願いいたします。 

以上ご報告申し上げます。 

 

会 長    最後の農振除外については、農林課が３カ月に１回、農業委員会に意見を

求めてきますが、その手続きが終わったということです。この３件について

は今から転用をされますので、事務局に持ってくる前に、委員の皆さんの所

へ印鑑をお願いしますと連絡があると思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

事務局から報告がありました件について、皆様からお尋ね等はございませ

んか。 

 

（なし） 

 

会 長    特に無いようですので、審議事項に入ります。 

 

――――――――――《議案第 1号 農地法第３条 許可申請》―――――――――― 

 

会 長    では、議案第１号を議題といたします。農地法第３条の規定による許可申

請が５件提出されております。この５件について、事務局から説明をお願い

します。 

 

事務局    議案第１号について説明します。 

       申請番号１番。所有権移転。〇〇町の田１筆、４５㎡。「譲渡人は面積が狭
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く耕作しずらい、譲受人はわのうのため管理しやすい」ということで今回申

請がされております。農地の価格は〇〇です。 

 

       申請番号２番。所有権移転。〇〇町の畑１筆、２６７㎡。「譲渡人は県外在

住のため管理できない。譲受人は自宅隣地で管理しやすい。」という理由で申

請がされています。農地の価格は〇〇です。 

 

       申請番号３番。所有権移転。〇〇町の田１筆、畑１筆、計５２２㎡。「譲渡

人は後継者がなく、現在の耕作者に譲渡したい。譲受人はわのうのため耕作

しやすい。」というで申請されています。農地の価格は〇〇です。 

 

       申請番号４番。所有権移転。〇〇町の田１筆、１,９９２㎡。「譲渡人は後継

者がいない。譲受人は経営規模拡大のため。」という理由で申請されています。

農地の価格は〇〇です。 

 

       申請番号５番。所有権移転。〇〇町の田１筆、６５０㎡。こちらは農地の

交換のため申請されています。農地の価格は〇〇です。 

 

     以上、５件とも判断基準を全て満たしていると判断しています。ご審議の

ほどよろしくお願いします。 

 

会 長    議案の説明が終わりました。地元委員から補足説明があるようでしたら、

それを受けてから審議に入りますが、何かございませんか。 

 

〇〇番委員  申請番号４番の件です。この田はわのうで、現在も譲受人の〇〇氏が作っ

ておられました。また、この田は川のすぐ近くで、今年も水害に遭ったよう

な所です。譲渡人の〇〇さんに後継者がいないことと体が少し不自由である

ということで、譲りたいということです。以上です。 

 

会 長    私の地元の申請番号５番の件で補足説明します。これについては８月の総

会で譲渡人と譲受人が逆の議案を審議いただきました。譲渡人の書類の準備

が遅れて今月の申請になったものです。もともと父親同士が農地を交換する

という話し合いをしていたものです。それを登記せずにそのまましておいた

ので、このまま息子の代になったらいけないということで申請されています。 

 

会 長    他にございませんか。（なし）。それでは地元委員の説明が終わりましたの

で、議案第１号について、ご意見、ご質疑等あれば出していただきたいと思

いますけれども、何かございませんか。 

 

      （質疑なし） 
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会 長    意見も無いようですので、議案第１号についての質疑をとどめます。議案

第１号、農地法第３条の規定による５件の許可申請について、許可すること

に異議ございませんか。 

 

      （「異議なし」の声多数あり） 

 

会 長    異議なしと認めます。よって、議案第１号、農地法第３条の規定による５

件の許可申請につきましては、許可することに決しました。 

 

――――――――《議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請》―――――― 

 

会 長    次に、議案第２号を議題といたします。農地法第５条の規定による許可申

請が７件提出をされています。この７件について、事務局の説明をお願いし

ます。 

 

事務局    議案第２号について説明します。 

       申請番号 1 番。所有権移転及び使用貸借権設定。〇〇町の田３筆、計２,１

１７.46 ㎡。３筆のうち上２筆が使用貸借、下の１筆が所有権移転です。申請

事由は「譲渡人・貸付人は耕作する意思がなく、土地の有効活用を考えた。

申請地周辺のアパートの入居率が高く、需要が高いと判断し、建設したい。」

という理由で、長屋住宅を計画されています。２棟で２０戸を計画されてい

ます。 

都市計画法に規定する用途地域内の農地ですので農地区分は第３種農地。

許可基準の該当事項は「許可し得る。」と判断しております。 

 

       申請番号２番。所有権移転。〇〇町の畑１筆、１１２㎡。申請事由は「実

家近くに一般住宅を建てたい。」ということで申請が出されています。 

都市計画法に規定する用途地域内の農地ですので農地区分は第３種農地。

許可基準の該当事項は「許可し得る。」と判断しております。 

 

       申請番号３番。所有権移転。〇〇町の畑１筆、２６８㎡。申請事由は「譲

渡人は高齢となり耕作できない。住環境が良いので宅地として分譲したい。」

というもので、宅地１区画が計画されています。 

都市計画法に規定する用途地域内の農地ですので農地区分は第３種農地。

許可基準の該当事項は「許可し得る。」と判断しております。 

 

       申請番号４番。使用貸借権の設定。〇〇町の田２筆、計３７４㎡。申請事

由は「現在、借家住まいだが、住環境が整い実家にも近い当該地に、一般住

宅を建てたい。」というものです。既に砂利が敷いてありましたので、始末書

が提出されています。 

こちらの農地は〇〇から概ね３００m 以内の農地になりますので農地区分
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は第３種農地。許可基準の該当事項は「許可し得る。」と判断しております。 

 

       申請番号５番から７番までは、〇〇のための残土処分場や資材置場に使用

されるものですので、一括して説明いたします。 

       ５番から７番まで、すべて賃貸借権設定で、一時転用です。５番が〇〇町

の田１２筆、１０,０７０㎡。６番の申請が田７筆、３,６５３㎡。７番の申請

が田３筆、２,５７０㎡。 

       こちら全て平成２７年及び２８年に一度許可が出ている場所で、一時転用

は３年が上限になりますので、今回、延長の申請となっております。貸借の

期間は５番から７番まで全て、許可後から平成３１年９月１５日までとなっ

ております。 

       こちらの農地は全て、農用地区域内にありますので、「一時的な利用に供す

るもの」につき、許可しうると判断しております。 

       以上です。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

会 長    事務局の説明が終わりました。このうち１番の案件につきましては、９月

２７日に調査委員会を行っておりますので、座長の 中村和仁 委員さんか

ら調査結果の報告をお願いします。 

 

調査委員会座長（６番委員） 

それでは調査委員会の報告をいたします。 

平成３０年９月２７日午後 1 時３０分から調査委員会をＣ班及び地元農業

委員及び地元推進委員の出席により、武雄市役所３階会議室及び現地にて開

催し、議案第３号 農地法第５条の規定による１件の、申請番号１番の「長

屋住宅」について、代理人から、転用理由、転用計画等の説明があり審議し

ました。 

 

主な質疑・要望は、 

一点目に「隣接農地の所有者の承諾を取る際、誰が主体となって動いてい

るのか。」という質疑があり、これに対して「営業担当が主体となって動いて

いるが、支店全体で動いている。」という回答がありました。営業担当と設計

担当の間で状況把握について差があるようなので、内部での情報共有を図る

よう依頼をしました。 

また、承諾書は法定添付書類ではないが、一件でもトラブルが減るように

武雄市では承諾書を添付するようにしている。承諾書の添付がない場合でも、

受付けを拒むことはできないが、調査委員会や総会で保留にする場合がある

ことを説明しました。 

２点目に「隣接農地の所有者より要望書が出ているが、その内容は全て呑

むのか。」という質疑がありましたが、これについては、現地調査の際、隣接

農地の所有者に来てもらい、代理人と直接要望について確認されました。 

３点目に「排水は県道の側溝に流す予定だが、申請は必要ないのか。」とい
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う質疑があり、これに対し「申請は必要ないが、県の土木事務所へは口頭で

説明は済んでいる。」という回答がありました 

   

以上、質疑等ありましたが、申請番号１番 の案件について、調査委員会

としては、転用の許可基準から許可しても差し支えないという判断になりま

した。以上、報告いたします。 

 

会 長    調査委員会の報告が終わりました。皆様には分かりにくかったかと思いま

すが、調査委員会を行った時には、隣接農地所有者の印鑑が２名分ありませ

んでした。理由書が出されていましたが、申請者の一方的な話だけではどう

かなと思いましたので、地元の〇〇委員さんと〇〇推進委員さんに連絡を取

ってもらって、本人さんの意向を確認していただきました。その結果、営業

の人と調査委員会に出席した人の話が異なるということで、うまく連絡が取

れていなかったということでした。最終的には所有者の印鑑はいただいてお

りますが、それがスムーズに行っていなかったということで、調査委員会の

際に申請者に対して「印鑑がなくても受け付けはしますが、調査委員会や総

会で保留する場合もありますよ」と伝えたという事です。 

       地元の農業委員と推進委員には大変ご苦労をかけたかなと思っております。

何回でも行っていただいたという事を皆様にご報告いたします。 

       では、残る２番から７番までの案件について、地元農業委員さんから補足

説明があれば、その説明を受けてから質疑に入りたいと思います。地元委員

さん、何かございませんか。 

 

（地元委員補足説明なし） 

 

会 長    地元委員さんの説明が終わりましたので、質疑を開始します。何かござい

ませんか。 

 

〇〇番委員  一つ質問いたします。申請番号１番の農地区分に「都市計画法に規定する

用途地域（第二種低層住居）専用地域」と書いてありますが、意味が分かり

ませんので教えて下さい。 

 

事務局    都市計画法で用途地域が設定されています。武雄町と朝日町と橘町の一部

に設定されていますが、その中で、ここの地域は低層住宅の専用地域ですよ、

とか、ここは商業地域ですよ、とかいう用途が定められています。詳しくは

お調べして、次の総会の際に説明をしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 

〇〇番委員  了解しました。 

 

会 長    農地法以外にも、農振法や都市計画法があります。農振法は農林課が窓口

ですが、都市計画法は都市計画課が窓口です。次回の総会で事務局から説明
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をするとの事でした。他にございませんか。 

 

      （なし） 

 

会 長    他に無いようですので、議案第２号の質疑をとどめます。議案第２号 農

地法第５条の規定による７件の許可申請については、本委員会としては許可

しても差し支えないむね意見を付けて、佐賀県知事に進達することに異議ご

ざいませんか。 

 

（「異議なし」の声多数あり） 

 

会 長    異議なしと認めます。 

       よって、議案第２号 農地法第５条の規定による７件の許可申請につきま

しては、本委員会としては許可しても差し支えないむね意見を付けて、佐賀

県知事に進達することに決しました。 

 

―――――――――《議案第３号 農用地利用集積事業計画（案）》――――――――― 

 

会 長    次に、議案第３号を議題といたします。武雄市農用地利用集積事業計画書

（案）につきまして事務局の説明をお願いします。 

 

事務局    議案第３号農用地利用集積事業計画（案）についてご説明します。 

       １ページをご覧ください。こちらに平成３０年度第７号利用権設定計画

（案）を記載しています。２ページをご覧ください。こちらに内訳を記載し

ています。 

 

         武雄町。 田。新規（なし） 

                再設定、 ３件、  ４筆、  ４,５６８㎡。 

         武雄町。 畑。（なし） 

 

         橘町。  田。新規（なし） 

                再設定、 ８件、 ２８筆、 ６０,９１０㎡。 

         橘町。  畑。新規（なし） 

                再設定、 １件、  ７筆、  １,８７２㎡。 

 

         朝日町。 田。新規（なし） 

                再設定、 ９件、 １９筆、 ２９,０８７㎡。 

         朝日町。 畑。（なし） 

 

         若木町。 田。新規（なし） 

                再設定、 １件、  ２筆、  １,６９８㎡。 
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         若木町。 畑。（なし） 

 

         武内町。 田。新規（なし） 

                再設定、 ２件、  ４筆、  ８,０１１㎡。 

         武内町。 畑。（なし） 

 

         東川登町。田。新規（なし） 

                再設定、 ７件、 １５筆、 ２０,２８６㎡。 

         東川登町。畑。（なし） 

 

         西川登町。田。新規（なし） 

                再設定、 １件、  １筆、  １,６８３㎡。 

         西川登町。畑。新規（なし） 

                再設定、 １件、  ２筆、  ２,７１１㎡。 

 

         山内町。 田。新規（なし） 

                再設定、 １件、  ２筆、  ６,１０８㎡。 

         山内町。 畑。新規（なし） 

                再設定、 １件、  １筆、   ,４５９㎡。 

 

         北方町。 田。新規、  １件、  １筆、  １,７３１㎡。 

                再設定、 ３件、  ７筆、 ２３,２８６㎡。 

         北方町。 畑。（なし） 

 

      となっています。３ページ以降に各町の詳細を記載しています。また、利用

権の解除については２０ページに記載をしておりますのでご確認下さい。 

  以上、農業経営基盤強化促進法第１８条３項の要件を満たしていると考え

ます。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

会 長    議案の説明が終わりました。議案第３号につきまして、質疑を開始します。

何かございませんか。 

 

      （質疑なし） 

 

会 長    よろしいですか。意見もないようですので、議案第３号の質疑をとどめま

す。議案第３号 武雄市農用地利用集積事業計画書（案）につきまして、原

案どおり承認することに異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声多数あり） 

 

会 長    異議なしと認めます。 
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       よって、議案第３号 平成３０年度武雄市農用地利用集積事業計画書につ

きましては、原案どおり承認することに決しました。 

 

―――――――――――――《議案第４号 非農地証明》――――――――――――― 

 

会 長    次に議案第４号を議題といたします。武雄市非農地証明について、２件の

証明願いが提出されています。このうち申請番号 1 番については、私の同居

する親族が申請者でございますので、農業委員会等に関する法律第３１条の

規定に基づき私は退席し、相原会長代理に議事進行をお願いいたします。 

 

      （佐々木会長、退席・退室） 

      （相原会長代理、議長席に着席） 

 

会長職務代理者 それでは申請番号１番の議事について、私が議長を務めます。申請内容

について、事務局の説明をお願いします。 

 

事務局    議案第４号、武雄市非農地証明願について説明します。 

       申請番号１番。土地は〇〇町の畑１筆、４８㎡。「平成３年８月に隣地の住

宅建設に伴い、乗入れ口として利用していた。」というものです。 

こちら、「人為的に無断転用された農地であって、かつその転用行為が２０

年以上経過し、農業委員会が特に法励行上証明書の交付を行うことも止むを

得ないと認めた場合。」ということで、非農地処理事務処理要領の該当事項は

第５号に該当すると判断しております。 

       以上です。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

会長職務代理者 事務局の説明が終わりました。地元委員さんの補足説明があれば、それ

を受けてから質疑に入りたいと思いますが、地元委員さん、何かございませ

んか。 

 

〇〇番委員  現場は〇〇区です。申請者の親が亡くなられ娘さんに相続されるというこ

とで、元々そこに土地があることも分からなかったが、色々整理をしていた

らその土地が分かったということです。別の家の人が家に入る道として使用

していたということで、非農地化してからその人に譲渡しようということで

話し合いがされているとの事です。 

 

会長職務代理者 ありがとうございました。地元委員の補足説明がおわりましたので、質

疑を開始します。何かございませんか。 

 

      （質疑なし） 

 

会長職務代理者  意見も無いようですので、質疑をとどめます。 
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議案第４号、申請番号１番の武雄市非農地証明願いにつきまして、原案ど

おり証明することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声多数あり） 

 

会長職務代理者  異議なしと認めます。 

よって、議案第４号 申請番号１番の武雄市非農地証明につきましては原案

どおり証明することに決しました。 

 以上で、私の議長としての務めを終わります。 

 事務局は、佐佐木会長に入室するよう伝えて下さい。 

 

 （会長職務代理者、元の席に戻る。） 

 （佐々木会長、議長席へ着席） 

 

―――――――――――《議案第４号 非農地証明（つづき）》――――――――――― 

 

会 長    さきほどの議案を補足しますと、私の息子の嫁が相続を受けたものの、場

所がどこにあるのか分からなかったわけです。それで調べて、本家に尋ねて

みたところ、うちの畑が実際は道になっておりました。昔、畑のまま譲って、

農地のままで残っていたというわけです。それで非農地証明ができたら道に

登記をするという手続きを行う予定です。 

       皆様方もご承知かもしれませんが、里道を拡幅したときに分筆をせずにそ

のまま道にしてしまっていることがあります。そのような例は多いと思いま

す。私の地区でも色々とごたごたがあっております。農地を買った人は「こ

こはうちの土地」と言われますが、実態は里道になっています。登記をして

いない以上はその方が言われる事が正しくなってしまいますので、やはりき

ちんと手続きを踏んでしなくてはいけないなという事をつくづく感じたとこ

ろでございます。 

       それでは引き続き、議案第４号、申請番号２番を議題といたします。事務

局の説明をお願いします。 

 

事務局    申請番号２番。土地は〇〇町のは畑１筆、２４２㎡。平成５年に崖崩れ危

険個所として砂防工事対象となり、コンクリート擁壁が設置されています。

残地も急傾斜地で耕作できないということで申請をされております。 

非農地証明事務処理要領の該当事項は、第５号「人為的に無断転用された

農地であって、かつその転用行為が２０年以上経過し、農業委員会が特に法

励行上証明書の交付を行うことも止むを得ないと認めた場合。」に該当すると

判断しております。 

       以上です。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

事務局    補足いたします。ここが危険個所に指定をされた件ですが、「急傾斜地崩壊
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対策事業」に該当する事業です。危険個所と指定をしたのは県です。工事費

と測量費を合わせた額について、県の補助が２分の１だそうです。４分の１

が市。残りの４分の１が本人負担です。擁壁をするのかしないのかは、本人

さん次第だということです。 

       こちらの申請者は擁壁をするという事で、農地でしたので本来であれば農

地転用の手続をするべきでしたが、非農地証明の５号ということで判断いた

しております。 

       なかには擁壁工事で、県収用とかの収用事業の場合もありますが、こちら

は農地が所有者さんのままですので、個人のところに事業を利用して擁壁を

建てたということになっております。 

 

会 長    はい、事務局の説明が終わりました。地元委員さんの補足説明があれば、

それを受けてから質疑に入りたいと思いますが、地元委員さん、何かござい

ませんか。 

 

〇〇番委員  場所は〇〇地区です。ここは平成２年に一度滑っていますが、その時は５

ｍ位でした。１０ｍないと県の補助は出ませんでしたので、土のう積みだけ

で終わりました。その後にまた滑ったので、〇〇時代に、県補助を受けて工

事がありました。 

 

会 長    地元委員の補足説明が終わりましたので、質疑を開始します。何かござい

ませんか。 

 

      （質疑なし） 

 

会 長    意見も無いようですので、質疑をとどめます。 

議案第４号、申請番号２番の武雄市非農地証明願いについては、原案どお

り証明することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声多数あり） 

 

会 長    異議なしと認めます。 

よって、申請番号２番の武雄市非農地証明につきましては原案どおり証明す

ることに決しました。 

 

――――《議案第５号 空き家・空き地に付随した特例農地の指定申請について》――― 

 

会 長    次に議案第５号を議題といたします。空き家・空き地に付随した特例農地

の指定申請について、１件の申請が提出されていますので、事務局の説明を

お願いします。 
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事務局    申請番号１番。農地は〇〇町にある畑２筆、計１,３５１㎡。別冊資料の２

９ページの地図に空き家と農地の位置を載せておりますのでご確認下さい。

こちらの空き家は、平成２９年１１月２９日に、武雄市空き家・空き地バン

クに登録されています。この農地は今、桃や栗などの木が植えられていると

聞いております。 

       以上です。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

会 長    議案の説明が終わりました。この１件について、地元委員さんから補足説

明があれば、その説明を受けてから審議に入りたいと思います。何かござい

ませんか。 

 

〇〇番委員  申請者はご両親が亡くなられて相続を受けられました。申請者は市内の別

のところに住んでおられ、〇〇の家は空き家になっていましたので、空き家

バンクに登録されておりましたところ、〇〇から転入して来られました。ま

ずは家の方を購入され、次に家庭菜園をしたいということで、それに付随す

るものとして農地も購入したいということで、今回こういった申請がなされ

ております。 

 

会 長    地元委員さんの補足説明が終わりましたので、質疑を開始します。 

 

〇〇番委員   何歳ぐらいの方ですか。 

 

〇〇番委員  ７０いくつです。 

 

〇〇番委員  会長にお尋ねします。この案件は審議・採決が必要でしょうか。報告ぐら

いでよくありませんか。 

 

会 長    「武雄市農地等権利移動制限特例農地指定制度実施要領」を定め、それに

基づいて審議をすることになっておりますので、ご審議いただくよう、お願

いします。よろしいでしょうか。 

 

〇〇番委員  了解しました。 

 

〇〇番委員  この委員会としては、せっかくある農地が荒れてしまっては意味がないの

で、よく指導をして、１反３畝は少し広いかもしれませんので、そういう点

も含めて、審議をする必要があると思います。 

 

〇〇番委員  質問します。今回の議案に関して私と推進委員が確認印を押しましたが、

次に３条の議案が出る際にもまた確認印が必要でしょうか。 

 

会 長    はい、そうです。他に意見はございませんか。（なし）それでは、他に意見
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も無いようですので、議案第５号の質疑をとどめます。 

       議案第５号、１件の空き家・空き地に付随した特例農地の指定申請につい

て、申請通り指定することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声多数あり） 

 

会 長    異議なしと認めます。議案第５号、１件の空き家・空き地に付随した特例

農地の指定申請につきましては、原案どおり証明することに決しました。 

        

―――《議案第６号 武雄市農業委員会「農地等の利用の 

最適化の推進に関する指針」の策定について》――― 

 

会 長    次に議案第６号を議題といたします。武雄市農業委員会「農地等の利用の

最適化の推進に関する指針」の策定について、事務局の説明をお願いします。 

  

事務局    議案第６号 武雄市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指

針」の策定についてご説明いたします。 

法律の改正により、農業委員会は「農地等の利用の最適化の推進」業務を

必ず行わなければならないことにとなりました。また、農業委員会は、最適

化の推進活動をする際の目標や方法を示した、「農地等の利用の最適化の推進

に関する指針」を定めるように努力をしなさい、ということも法律で決まっ

ております。また、この指針を作る際には、推進委員の意見を聞かなければ

ならないとされております 

       というわけで、事務局で武雄市農業委員会の最適化の推進に関する指針

（案）を作成し、９月の農地利用最適化推進会議で農業委員及び推進委員に

対しご説明をしたところです。また、会議後でも「ご意見等があれば事務局

にご連絡下さい」としておりましたが、その後ご意見等はございませんでし

たので、本日の議案は事務局案のまま挙げております。 

  

事務局案について改めてご説明しますと、１０ページには「第１ 基本的

な考え方」を書いております。 

現状の分析として、武雄市内では、集落営農が市内全域で営まれているた

め農地利用集積率の数字は高い数値であるが、高齢化、後継者不足が課題で

あること、また、中山間地域では遊休農地の発生が見受けられることなどを

現状分析として挙げております。 

次に１１ページ以降は、「第２ 具体的な目標と推進方法」を書いておりま

す。 

 

まず、最適化の３つの柱の一つである「１．担い手への農地利用集積につい

て」ご説明します。 

カッコ１の「担い手への農地利用集積目標」ですが、現在の農地集積率は
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９２．６％です。これを３年後は９３．６％、目標である２０２４年４月に

は９４％まで上げるという目標を設定しております。 

カッコ２の「具体的な推進方法」として、①地域における農業者への話し合

いの場への参加 ②農地の出し手と売り手への利用調整 ③利用権設定の促

進 ④農地中間管理機構との連携 以上４点を挙げております。 

 

次に１２ページは、最適化の２番目の柱である「遊休農地の発生防止・解

消について」書いております。 

カッコ１の「遊休農地の解消目標」ですが、現在、遊休農地の割合は、０．

６%あります。これを３年後には０．３％、目標である２０２４年４月には０％

まで下げたいという目標数値を設定しています。 

カッコ２の「具体的な推進方法」として、①農地パトロールの実施 ②利用

意向調査の実施 ③非農地判断 以上３点を挙げております。 

 

最後の１３ページは、最適化の３番目の柱である「新規参入の促進につい

て」書いております。 

カッコ１の「新規参入の促進目標」ですが、毎年２経営体の新規参入を目

標として掲げております。 

カッコ２の「具体的な推進方法」として、①関係機関との連携による就農希

望者の把握 ②農地の利用調整 ③下限面積の引き下げ ④フォローアップ活

動 を挙げております。 

 

以上で説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申しあげま

す。 

 

会 長    議案の説明が終わりました。武雄市農業委員会「農地等の利用の最適化の

推進に関する指針（案）」について、質疑を開始します。ご意見、ご質疑等は

ございませんか。 

 

〇〇番委員  この議案とは直接関係ありませんが、借地料の見直しについてどのように

考えますか。 

 

事務局長   以前は標準小作料というものを農業委員会が定めて、それを基本にして貸

し借りが行われていましたが、それは廃止されました。現在は農業委員会が

毎年の小作料の実態を集計をして、「去年一年間はこの数字でしたよ。」とい

うのを、毎年３月の総会で報告をしているところです。 

 

〇〇番委員  なぜ小作料を言ったかと言えば、今度、〇〇が今度、小作料を反当４０ｋg

と決めています。集落営農等で話し合いはあったと思いますが。 

 

会 長    借地料は町ごとに関係者が寄って話し合いをされるのが良いと思います。 
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〇〇番委員  入り作があったりするので、どちらに合わせるかという話もあったもので

すから。 

 

会 長    同じ農業者同士ですので、トラブルにならないよう十分に話し合いをして

決めて下さい。 

それでは、他に意見も無いようですので議案第６号の質疑をとどめます。 

      議案第６号、武雄市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」

について、事務局案のとおり策定することに、ご異議ございませんか。 

 

      （「異議なし」の声多数あり） 

 

会 長 

       異議なしと認めます。 

       よって、議案第６号、武雄市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に

関する指針」について、事務局案のとおり策定することに決しました。 

 

――――――――――――――――――《閉会》―――――――――――――――――― 

 


