武 雄 市 農 業 委 員 会

平成３０年１２月総会議事録
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平成３０年１２月 武雄市農業委員会「総会」議事録
１．日 時

平成３０年１２月５日（水）
（開会）１３時３０分 （閉会）１４時４７分

２．場 所

武雄市役所 ４階会議室

３．農業委員出席状況
議席
氏名
番号

出席者１８人
出席

欠席

欠席者 １人
議席
番号

氏名

出席

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

〇

欠席

○

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

３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 農地転用後の事業計画変更 及び 農地法第５条の規定
による許可申請について

１件

議案第４号 農用地利用集積事業計画（案）について
議案第５号 武雄市非農地証明願いについて

３件

議案第６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７号 武雄市農地移動適正化あっせん事業実施要領の一部を改正する
要領（案）について
議案第８号 武雄市農地移動適正化あっせん事業に係る委員の指名について
報告第１号 農地法第５条の規定に基づく許可指令書の取消し願いについて １件
報告第２号 農地等形状変更届出について

１件

５．議事内容 以降記載
―――――――――――――――――《開会》 ――――――――――――――――――
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事務局長

皆さんこんにちは。定刻になりましたので、平成３０年１２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、９番

松尾

隆雄

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、
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

皆様こんにちは。事務局長が申しましたように、ただ今から平成３０年１
２月の農業委員会総会を開催いたします。
（時勢報告等を省略）
それでは、ただ今から平成３０年１２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８号までの審議をお願いいたしま
す。その後に２件の報告事項がございます。
審議に入る前に、本日の議事録署名人を指名いたします。５番
委員、１０番 向井 健作

中島

薫

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、事務局から報告事項をお願いします。
事務局

まず「１．武雄市農業委員会

事業報告

平成３０年１１月分」をご覧下

さい。先月の総会からあとの事業について記載しております。主なものとし
ては、１０月２８日に調査委員会開催し、転用申請案件３件について審査を
行いました。
次に「２．総会審議後の県許可の状況」についてご報告します。７月総会
で審議いただいた〇〇の転用許可は審査中です。その他については資料をご
覧ください。
次に「３．農地転用許可後の工事進捗状況・利用状況調査・農地復元報告」
についてご報告します。１１月には、工事進捗状況報告２件、工事完了届２
件の報告が事務局にされております。内容は資料をご覧ください。
次に「４．農地法第３条の３第１項の規定による届出書」についてご報告
します。相続により農地を取得した場合には、農業委員会に対して届出が必
要です。資料には今年の１月以降の届出件数について記載をしております。
１１月に３件の報告がされております。
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次に「５．時効取得による農地の所有権移転登記」についてご報告します。
時効取得により農地の所有権を取得する場合には、農地法第 3 条の許可手続
きは不要です。この場合、登記がされた後に、法務局から農業委員会事務局
に、登記がされましたという通知があります。１１月に２件の通知がありま
したので、報告いたします。
次に「６．平成２９年度遊休農地にかかる利用意向調査の結果及び平成３
０年度経過について」報告いたします。平成２９年度の農地パトロールにお
いて A 判定、再生可能であると判断された農地６４筆について、昨年１１月
に農地の所有者に対して利用意向調査を行いました。
このうち１１筆については、自ら耕作するとの意向を示されておりました
ので、６カ月経過後として今年の夏に現地調査を行ったところ、９筆につい
ては意向に沿って利用増進がなされていましたので、固定資産税の課税強化
にはなりませんでした。残る２筆については利用増進が図られていなかった
ため、平成３０年１１月に佐賀県農業公社へ情報提供を行いました。その後、
１１月２６日に公社で行われた判定会の結果、この２筆は公社が取得する農
用地の基準に適合していないと判断がされたため、課税強化にはなりません
でした。
次に、自ら所有権を移転する、または利用権を設定すると回答された１筆
については、その後、農地転用が行われておりました。
次に、農地中間管理機構を利用するとの意向を示された５２筆については、
今年の３月に事務局から佐賀県農業公社に情報提供を行い、公社で半年間ホ
ームページ上で借受希望者を募集しましたが、借受希望者の申し出はありま
せんでした。農地中間管理機構の利用意向であったため課税強化はありませ
ん。
以上のように、昨年度の調査分について今年もう一度調査をして、課税強
化になるかならないかというところまで判定をするような流れになっており
ます。
次に「７．平成３０年度遊休農地にかかる利用意向調査について」報告い
たします。今年８月・９月に行っていただきました農地パトロールにおいて
新たに A 判定、再生可能であるとされた農地２５９筆について、農地の所有
者に対して、利用意向調査を１１月３０日に事務局から発送しております。
送った調査票、回答用紙の記入例、及び対象者のリストについては、資料
をご確認下さい。回答用紙の、１．自ら耕作する、２．自ら所有権の移転な
どを行う、３．農地中間管理機構への貸付を希望する、の中から意向を選ん
で回答していただくようになっております。
１２月２０日までに事務局に対し回答をしていただくようお願いしており
ます。委員さんのところへ農地の所有者が相談に来られることもあるかと思
いますので、対応についてよろしくお願いいたします。
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次に「８．利用権設定業務について」報告いたします。
１１月の総会で同意いただいた利用権の設定については、貸し手、借り手
双方に対し、１１月８日付けで利用権設定通知書を発送いたしました。
また、まもなく終期を迎える利用権について、貸し手、借り手双方に対し、
１１月２０日付けで更新についての文書を発送いたしました。
会 長

事務局から報告がありました。皆様からお尋ね等はございませんか。

〇〇番委員

時効取得について説明をお願いいたします。

事務局

次回に説明いたします。

会 長

他にございませんか。（なし）
。無いようですので、審議事項に入ります。

――――――――――《議案第 1 号
会

長

農地法第３条

許可申請》――――――――――

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３件提出されております。この３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

農地法第３条の規定による許可申請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、６７２㎡。譲渡人は「耕作
する意思がないため隣接耕作者に譲りたい。
」譲受人は「所有地と一緒に管理
でき、農機具の乗入れもしやすくなる」ということで申請が出されています。
農地の価格は〇〇でした。
申請番号２番。所有権移転。〇〇町の畑１筆、１９８㎡。譲渡人は「耕作
する意思がない。」譲受人は「季節野菜を栽培したい。」ということで申請さ
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。〇〇町の畑２筆、１,３５１㎡。譲受人は「現
在栽培されている果樹を管理していきたい。
」というものです。こちらは今年
１０月の総会でご審議いただいた、空き家・空き地に付随する特例農地とし
ての指定を受けている農地です。農地の代金は〇〇です。
申請番号１番、２番については３つの判断基準を全て満たしていると判断
しています。申請番号３番については、取得後は全ての農地を利用する、機
械・労働力・技術・通作距離等をみても問題ない、の２つの要件を満たして
いると判断しております。
以上、ご審議のほどよろしくお願いします。
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会 長

事務局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。
（地元委員補足説明なし）

会

長

無いようですので、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。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、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３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３
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
会

長

農地法第５条の規定による許可申請》――――――

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

申請番号 1 番。所有権移転。〇〇町の田２筆、１,４６０㎡。
「申請地は閑静
な住宅地に属し、優れた住環境にあるため、十分に需要が望め、長屋住宅を
建設したい。
」ということで申請をされています。長屋住宅２棟で１６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。〇〇町の田４筆、１,７７２㎡。
「申請地周辺に
は、学校、保育園、老人施設等の公共施設も近隣し、交通の便に恵まれた地
域で、宅地分譲として適した土地である」ため申請に至ったということです。
宅地６区画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３番。所有権移転。〇〇町の田２筆、１,７５３㎡。
「申請地周辺は
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小学校及びホームセンターなど住宅地としての生活環境が充実した地域であ
り、建売分譲計画の需要が見込める」ということで申請されています。建売
分譲住宅４区画で計画されています。
農地区分は「市民サービスセンター〇〇から概ね５００ｍ以内」の農地で
すので第２種農地。許可基準の該当事項は「周辺の他の土地に立地すること
が困難な場合には許可し得る。
」と判断しております。
申請番号４番。所有権移転。〇〇町の田１筆、９９７㎡。
「土地所有者は高
齢となり耕作や農地の管理が困難になった。住環境が良いので宅地分譲を行
いたい。
」ということで宅地４区画への転用申請をされています。
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５番。所有権移転。〇〇町の畑 1 筆、田１筆、計８７０㎡。
「申請
地は閑静な場所で住環境もよく、周辺に大型商業施設や学校があり生活する
のにも好条件の場所のため、宅地分譲を行いたい。
」として申請をされていま
す。同時利用地として宅地１.51 ㎡を含めて８７１.51 ㎡で宅地４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６番、賃貸借権設定。〇〇町の田３筆、計４６１㎡。「現在、自動
車整備工場を実家で営んでおり、お客様の車を 10 台以上預かる時もあり、自
宅前に無理やり駐車して、交通の妨げになっている。解消のために１５台分
の駐車場と物置用のプレパブを整備したい。
」ということです。こちら既に車
両置き場とプレハブが建っておりますので、始末書が添付されております。
農地区分は「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」で第２種農地、許可基準の該当事項は「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。」と判断しております。
申請番号７番。所有権移転。〇〇町の田１筆、３８８㎡。
「現在アパート住
まいであるが、子供の成長に伴い手狭に感じられるようになった。住宅環境
のよい当該地に一般住宅を建設したい。
」として申請されています。こちらは
既に造成がされておりますので、始末書が添付されています。
農地区分は「特定土地改良区事業の施行に係る区域内にある農地」で第１
種農地。許可基準の該当事項は「日常生活上必要な施設で集落に接続して設
置されるもの。
」で許可し得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。１番から３番までの案件につきましては、
１１月２８日に調査委員会を行っておりますので、座長の古川委員さんから
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調査結果の報告をお願いします。
調査委員会座長（１２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１１月２８日午後１時３０分から、武雄市役所３階会議室及び
現地にて、調査委員会を開催いたしました。Ｂ班及び地元農業委員及び地元
推進委員が出席し、議案第３号

農地法第５条の規定による３件の申請につ

いて審議しました。
まず申請番号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、農業用水路の確保について質疑があり、これに対して「申請地
は道路の高さまで盛土をするため、農業用水路も高さを上げて設置しなお
す。
」という回答がありました。
二点目に「隣接地の擁壁とのすき間はどうするのか。」という質疑があり、
これに対して「隣接地も同じ高さに埋めて現在あるフェンスを撤去し、境界
線上に新たにフェンスを設置する。
」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。
続いて申請番号２番の「宅地分譲」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「奥の農地への進入路は確保できるのか。
」という質疑があり、こ
れに対して、
「申請地内の通路を農地への進入路として使用できるように計画
している。また、農地の南側に約２ｍ幅の道路があるため、進入できる。
」と
いう回答がありました。
二点目に「通路は転用後、誰の所有になるのか。
」という質疑があり、これ
に対し「転用者の所有にし、将来的には市への寄付も考えている。」という回
答がありました。
三点目に「隣接地との境界については、どうするのか。」という質疑があり、
これに対し「隣接地の所有者と側溝の設置等の協議をしている。所有者から
の要望には応えるつもりである。」とのことでした。
以上、質疑等ありましたが、申請番号２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。
続いて申請番号３番の「建売分譲住宅」について、申請人から、転用理由、
転用計画等の説明があり審議しました。
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主な質疑・要望は、
一点目に「北方中央線の高さが上がることは承知しているのか。
」という質
疑があり、これに対して「都市計画課や建設課とも協議をしている。計画に
ついては確認できている。
」という回答がありました。
二点目に「排水については、東側は農業用水路のため協議通りに西側へ流
して欲しい。
」という要望があり、これに対して「協議通り、排水は申請地の
北側にある水路より西側へ流す。水路については、底板を張りコンし排水が
流れるようにする。
」という回答がありました。
三点目に「パイプラインについては確認できているのか。」という質疑があ
り、これに対し「南側の農地からのパイプラインについては、止める場所等
の確認ができている。
」とのことでした。
以上、質疑等ありましたが、申請番号３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、調査委員会の報告を終わります。
会

長

はい、ありがとうございました。１番から３番までの案件については調査
委員会の報告が終わりましたが、残る４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。
（質疑なし）

会

長

特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
ても差し支えない旨意見を付けて、佐賀県知事に送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旨意見を付けて、佐賀県
知事に送ることに決しました。
―――――――――《議案第３号 農地転用許可後の事業計画変更 及び
農地法第５条の規定による許可申請》――――――――――
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会

長

次に、議案第３号を議題といたします。農地転用許可後の事業計画変更承
認申請

及び

農地法第５条の規定による許可申請が１件提出をされていま

す。この１件につきまして、事務局の説明をお願いします。
事務局

まず、農地転用許可後の事業計画変更承認申請について説明いたします。
〇〇町の畑３筆、計４５２㎡。平成２１年１２月２４日に一般住宅への転用
許可を受けられました。また、申請地から少し離れた所に診療所を建設する
ため、こことは別に農地転用許可を受けられました。しかしその後、資材費
の高騰などで双方の建設を断念されました。申請から９年が経過しており、
医師としての後継者も不在であることから、診療所を建築する意思もなくな
り、申請地が荒廃することで近隣の住民に迷惑をかける恐れがあるというこ
とで、今回、事業計画の変更を申請をされています。
そして新たに転用をしたいという方がおられましたので、その方を譲受人
として農地法第５条の許可申請が出ております。３筆のうち２筆、４３３㎡
で「将来の生活の安定のため、長屋住宅を建設し経営したい。」ということで
す。長屋住宅を２棟、２０戸で計画されています。周りに宅地・山林があり
ますので、そちらの１,４６３.63 ㎡を含んで、１,８９６.63 ㎡で計画されてい
ます。
この２筆につきましては、農地区分は「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」で第２種農地、許可基準の該当事項は「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。
」と判断しております。
元々３筆で許可を受けられ、今回の変更申請は２筆分でなされています。
残り１筆については１９㎡の畑ですが、こちらは平成２７年６月５日の総会
で、カーポートが建設されていたということで、非農地証明を行っておりま
す。
以上、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。この案件につきまして、地元委員さんから
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、何かご
ざいませんか。
（地元委員補足説明なし）

会

長

ありがとうございました。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。何かございませんか。
（質疑なし）

会

長

特に無いようですので、議案第３号の質疑をとどめます。議案第３号
地転用許可後の事業計画変更承認申請
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農

並びに農地法第５条の規定による１

件の許可申請につきましては、本委員会としては承認および許可しても差し
支えない旨の意見を付けて、佐賀県知事に送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３号

農地転用許可後の事業計画変更承認申請並びに農地

法第５条の規定による１件の許可申請につきましては、本委員会としては、
承認および許可しても差し支えない旨の意見を付けて、佐賀県知事に送るこ
とに決しました。
―――――――――《議案第４号 農用地利用集積事業計画（案）》―――――――――
会

長

次に、議案第４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４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９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、 １件、

３筆、

７,４０５㎡。

武雄町。 畑（なし）
橘町。

田。新規、

１件、

再設定、 ４件、
橘町。

８筆、 １４,００３㎡。
５筆、

９,４０１㎡。

１件、

１筆、

,５４７㎡。

再設定、 １件、

２筆、

,９４３㎡。

畑（なし）

朝日町。 田。新規、
朝日町。 畑（なし）
若木町。 （なし）
武内町。 （なし）

東川登町。田。新規（なし）
再設定、 ２件、
東川登町。畑。新規（なし）
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８筆、 １２,２９６㎡。

再設定、 １件、

４筆、

４,１９７㎡。

西川登町（なし）
山内町。 田（なし）
再設定、 ９件、 １３筆、 １４,５６９㎡。
山内町。 畑（なし）
北方町。 田。新規、

４件、 １５筆、 ２６,７３７㎡。

再設定、 ５件、

７筆、 １３,４２９㎡。

１件、

３筆、

,３０２㎡。

再設定、 １件、

１筆、

,３４２㎡。

北方町。 畑。新規、

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１５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

はい、議案の説明が終わりましたので、議案第４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４号の質疑をとどめま
す。議案第４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。
よって、議案第４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５号 非農地証明》―――――――――――――

会 長

次に議案第５号を議題といたします。武雄市非農地証明について、３件の
証明願いが提出されていますので、事務局の説明をお願いします。

事務局

申請番号１番。〇〇町の畑２筆、計１,８８２㎡。「親の高齢化に伴い、労
働力不足で耕作が出来なくなり、昭和６０年頃から３年ぐらいかけて杉・檜
等を植林した」というものです。
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非農地処理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。
申請番号２番。〇〇町の畑１筆、７１㎡。「申請者が幼少の頃から宅地への
進入路として利用していた。」というものです。
非農地処理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。
申請番号３番。〇〇町の田１筆、２,０４４㎡。「申請者の亡父が昭和６２
年に材木置き場として埋め立てをし、利用していた。」というものです。
非農地処理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。
会

長

はい、事務局の説明が終わりました。議案第５号について地元委員さんの
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。地元委員
さん、何かございませんか。
私から２番の件ですが、申請人が住宅の裏に車庫を作ろうと話を進めてい
たところ、
「道がないですよ」と指摘を受けたので調べたところ、小さいとき
から道として使っていたころが実は畑だったということです。

〇〇番委員

３番の件です。昭和６３年に圃場整備が始まりましたが、その前にそこで
移動製材が行われておりました。

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。
（質疑なし）

会 長

意見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、３件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）
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会 長

異議なしと認めます。
よって、議案第５号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６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６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。

事務局

申請番号１番。農地は〇〇町にある畑１筆、計１５８㎡。空き家の目の前
に申請地があるので、特に耕作に支障はないと判断しております。
空き家・空き地バンクの登録完了日は平成３０年１０月１５日。農地は現
在、親戚の方が管理をしていると伺っています。
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。
（補足説明なし）

会 長

無いようです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、議案第５号の質疑をとどめます。
議案第６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６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７号 「武雄市農地移動適正化あっせん事業実施要領の
一部を改正する要領（案）について》―――――――――――
会 長

次に議案第７号を議題といたします。
「武雄市農地移動適正化あっせん事業
実施要領の一部を改正する要領（案）」について、事務局の説明をお願いしま
す。
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事務局

議案第７号についてご説明いたします。
武雄市農業委員会では、農地移動適正化あっせん事業の具体的な手続きに
ついて、実施要領を定めております。現行の要領では「農業委員のうちから
あっせん委員２名を指名し、当該あっせん委員に、農用地等の権利移動のあ
っせんを行わせるものとする。
」と規定しております。
しかしご存知のとおり、今年７月から農地利用最適化推進委員が新設され
ておりますので、農業委員、農地利用最適化推進委員、どちらにもあっせん
委員を指名できるように改正したいというのが提案理由でございます。施行
は本日からとしております。
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いたします。

会

長

事務局の説明が終わりました。議案第７号について、質疑を開始します。
ご意見、ご質疑等はございませんか。
（質疑開始）

会 長

それでは、他に意見も無いようですので議案第７号の質疑をとどめます。
議案第７号、
「武雄市農地移動適正化あっせん事業実施要領の一部を改正する
要領（案）
」について、事務局案のとおり改正することに、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７号、武雄市農業委員会「武雄市農地移動適正化あっせん
事業実施要領の一部を改正する要領（案）」について、事務局案のとおり改正
することに決しました。
――《第８号議案

会 長

佐賀県農業公社農地売買等特例事業に係るあっせん委員の指名》――

次に議案第８号「佐賀県農業公社農地売買等特例事業にかかるあっせん委
員の指名について」議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局

議案第８号、佐賀県農業公社農地売買等特例事業にかかる委員の指名につ
いて、あっせん委員を、次のとおり指名したいので、農業委員会の議決を求
めます。
あっせんの申出者は〇〇町の〇〇氏。あっせん申出農用地は〇〇町大字〇
〇の田２筆、計５,３８３㎡です。あっせん委員は〇〇〇〇農業委員さんと〇
〇〇〇推進委員さんの２名を指名いたします。
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以上提案いたします。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。あっせん委員さん、よろしくお願いしたい
と思いますが、何かご意見ありませんか。

（
「異議なし」の発言あり）
会

長

「異議なし」ということで、議案第８号「佐賀県農業公社農地売買等特例
事業にかかるあっせん委員の指名について」
、原案通り、承認することに決定
いたしました。

―――――《報告第１号 農地法第５条の規定による許可の取り消しについて》――――
会 長

以上で審議事項を終了し、報告事項に移ります。
報告第１号「農地法第５条の規定による許可の取り消しについて」１件の
報告が提出されていますので、事務局の説明をお願いします。

事務局

報告第１号についてご説明いたします。こちらは議案第３号の事業計画変
更承認申請の説明の際に少し触れたものです。一般住宅の建設と一緒に診療
所を作りたいということで、許可を受けられていた分です。
農地は〇〇町の田３筆、計９３６㎡。「診療所を開業する予定で転用許可を
受けたが、資材の著しい高騰のため、予定していた医療の内容や質を確保す
ることが困難となったので、建設を断念しなくてはならなくなった。
」という
ことで、取消の申請が平成３０年１１月２０日付けで出されています。
議案第３号の一般住宅の場合は、既に譲渡人に所有権が移っており、取消
が出来なかったために、事業計画変更をされていますが、こちらの診療所に
ついては貸借での許可であり、所有権は移っていなかったので、取消の手続
となりました。現在は所有者の方が田を耕作されています。
以上、ご報告いたします。

会

長

事務局の説明終わりました。地元委員さんから補足説明があれば、お願い
します。

〇〇番委員

場所は〇〇の隣です。

会

それでは、説明が終わりましたので、報告第１号「農地法第５条の規定に

長

よる許可の取り消しについて」
、質疑があれば出していただきたいと思います。
何かございませんでしょうか。
（質疑なし）
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会 長

これは報告事項ですので、このあたりで質疑をとどめます。

―――――――――《報告第２号 農地等形状変更届出について》――――――――――
会 長

次に報告第２号に移ります。
「農地等形状変更届出について」１件の報告が
提出されています。この１件について、事務局の説明をお願いします。

事務局

報告第１号について説明いたします。番号１番。土地は〇〇町の田１筆、
２３６㎡です。変更理由は「県外在住のため農地の管理ができず、周辺の農
地については建売分譲住宅として売却した。申請地は近隣に住む実弟が管理
する。
」ということで、田をかさ上げして畑へ転換という届け出がされており
ます。
変更時期は平成３０年６月１日からということで、既に土が入っている状
態です。かさ上げの高さは０.74ｍ、土量は１７４.64 ㎥です。施工業者は〇
〇です。変更後の利用計画としては野菜を作るということで届出があってお
ります。
以上報告いたします。

会

長

それでは、説明が終わりました。報告第２号「農地等形状変更届出」につ
きまして、質疑があれば出していただきたいと思います。何かございません
でしょうか。
私からですが、形状変更の工事がなされた後に、農地以外の目的に使われ
ていた事例がありました。地元から私の方に「あそこが埋め立てられている
が、宅地なのか農地なのか。」と連絡がありましたので、地元委員を通じて、
始末書を付けて５条の転用許可申請を出させております。
委員さんにお願いですが、形状変更の届出がある場合は地元委員さんは確
認印を押されると思いますが、埋め立てた後に、畑ならばきちんと畑として
使っているかを、パトロールして確認していただけないでしょうか。言われ
るのは地元の農業委員さん、推進委員さんだと思いますので、お互いに連絡
を取り合って、よろしくお願いします。

事務局

補足いたします。形状変更届や３条の申請申請の際には、概ね３年間は耕
作をしますという確約書も付けていただいております。

会

長

ということですので、委員さんで確認をお願いします。これは報告事項で
すので、このあたりで質疑をとどめます。

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