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令和元年５月 武雄市農業委員会「総会」議事録 
 
 １．日 時    令和元年５月７日（火） 
          （開会）１３時３０分 （閉会）１５時００分 
 
 ２．場 所    武雄公民館会議室（武雄市文化会館内） 
 
 ３．農業委員出席状況   出席者１９人  欠席者 ０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         ４件 
   議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について         ２件 
   議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について         ９件 
   議案第４号 武雄市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               ８件 
   報告第１号 農地等形状変更届出について                １件 
   報告第２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 
 
 ５．議事内容 以降記載 
 
―――――――――――――――――《開会》 ―――――――――――――――――― 

 
事務局長   皆さんこんにちは。定刻になりましたので、令和元年５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、委員全員の出席があっております。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、本日の総会が成立していることを報告いたします。 
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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   （時勢報告等を省略） 
 
       それでは、ただ今から令和元年５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５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。１０番 向井健

作 委員、１５番 山下英喜 委員を指名いたします。 
       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、先月 1か月間の事業についてご報告いたします。 
       本日配布しております、「武雄市農業委員会 事業報告 令和元年４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、４月２５日に調査委員会を開催し、農地法第４条の転

用許可１件について審議を行ったところです。その他については資料に記載

しているとおりです。 
      
       次に総会審議後の転用許可についてご報告いたします。１月の総会で審議

した〇〇町の牛舎・堆肥舎については、県に補正の書類を送っておりますの

で、近々許可が出るものと考えております。３月の総会で審議した４条１件

と５条２件についても補正を送っていますので、近々許可が出るものと考え

ております。 
        
       次に、「農地転用許可後の工事進捗状況・利用状況・農地復元報告」につい

て」ご報告いたします。 
       〇〇町の〇〇の変電所については計画中止になっています。変電所を作る

という事で許可を取られていましたが、想定よりも電力が必要とされなくな

り、途中まで造成をされていましたが、県に直接相談をされております。今

後、使い方を検討されているところです。 
       その他進捗状況報告が６件、完了報告が 2件出ております。 
       また農地復元報告が、新幹線の一時転用の分で２件出ております。今後、

新幹線については、一度延伸申請されていても不要な分は、余分に賃料が発

生しますので、農地に戻して報告をされる予定です。 
 
次に「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。先月は、資料に記載している５件の届出がされております。 
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       次に「利用権設定業務について」報告いたします。 
       ４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、４月１２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、

４月１９日付けで更新についての案内文書を発送いたしました。 
       以上です。 
 

会 長    事務局からの報告に対して、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４件提出されております。この４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２筆、計１,９３１㎡。譲渡人は「市

外在住のため維持管理ができないため。」。譲受人は「現在も耕作していて、

今後も管理していく。」ということで申請が出されています。農地の価格は〇

〇です。 
 
       申請番号２番。所有権移転。〇〇町の田１５筆、畑７筆、計２２筆、１８,

４３９㎡。「生前贈与のため」ということで申請されています。 
 
       申請番号３番。所有権移転。〇〇町の田２筆、畑１筆、計３筆、１７９㎡。

譲渡人は「市外在住のため維持管理ができないため。」譲受人は「自宅近くで

管理しやすい」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す。 
 
       申請番号４番。所有権移転。〇〇町の畑１筆、１３１㎡。譲渡人は「市外

在住のため維持管理ができないため。」。譲受人は「自宅前で管理しやすい」

ということで申請が出されています。農地の価格は発生しておりません。 
 
       申請番号１番から４番まで、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    事務局の説明が終わりました。この４件について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
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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けれども、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４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４

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４条 許可申請》―――――――――― 

 
会 長    次に議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請を議題といたします。

農地法第４条の規定による許可申請が２件提出をされております。この２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２号について説明いたします。 
       申請番号１番。農地は〇〇町の田１筆、１,５８６㎡。「申請地は市街地に隣

接しており、近辺に小学校、公園、大型ショッピングセンターもあり、共同

住宅の需要が見込まれるため計画した。」というものです。共同住宅２棟、１

４戸を計画されています。 
こちらの農地は、都市計画法に規定する用途地域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。農地は〇〇町畑１筆、４３㎡。「昭和５３年３月頃から自宅

の庭園・進入路として利用していた。」というものです。既に利用されていま

したので、始末書が添付されています。 
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。 
       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。この案件につきましては、４月２５日に調
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査委員会を行っておりますので、座長の 〇〇〇〇 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（〇〇番委員） 

それでは調査委員会の報告を申し上げます。 

平成３１年４月２５日午後１時３０分から、武雄市役所４階会議室及び現

地にて、Ｃ班及び地元農業委員及び地元推進委員により調査委員会を開催し

ました。議案第２号 申請番号１番の「共同住宅」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。 

主な質疑・要望として、南側の水路との境界について質疑があり、これに

対して申請人から「地元との協議で、『境界より５０ｃｍ引いて開発する、水

路の法面は管理しやすいように張りコンする』となっており、その通り計画

している。」という回答がありました。  

以上、質疑等ありましたが、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。以上です。 

 

会 長    1番の案件については委員会の報告が終わりましたが、２番の案件について

地元委員から補足説明があればお願いします。 

 

      （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    特に無いようですので、質疑をとどめます。議案第２号 農地法第４条の

規定による２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２号、農地法第４条の規定による２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３号 農地法第５条の規定による許可申請》――――――― 

 
会 長    次に、議案第３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９件提出をされています。この９件について、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。所有権移転。〇〇町の畑１筆、１１９㎡。「区の公民館行事

や会議の際に駐車場が不足しているため、申請地に整備をしたい。」という事

で、駐車場を７台分計画されています。 
こちらは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、１５３㎡。「申請地は既存集

落に囲まれた閑静な土地で、住環境も整い需要があると見込み、貸家住宅を

建設したい。」という事で申請されています。住宅を１棟建てられる予定です。 
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。賃貸借権設定。〇〇町の田２筆、計３２９㎡。「自宅敷地内

に小物店を開店したが、当初の予定より来客数が増え駐車場を整備したい。

現在は公民館に駐車させてもらっているが、行事の時は迷惑をかけることも

ある」という事で申請されています。駐車場１３台分を計画されておられま

す。既に駐車場として使われていますので、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４番。所有権移転。〇〇町の畑１筆、１５２㎡。「申請地、周辺の

山林等を含み太陽光発電事業を展開したい。」という事で申請されています。 
同時利用地として山林・原野、３２,２５９㎡を合せて全体で３２,４１１㎡
で計画されています。なお申請地は、実際はパネル等は乗らず、太陽光の周

りの林地にあたるということで、植林をされる予定です。 
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５番。所有権移転。〇〇町の畑１筆、４０㎡。「申請地の東側に自

宅があるが、駐車スペースがなく、寺の駐車場を借りている。寺の行事があ

るときは使用できない時があるから、家族で使用できる駐車場を整備した

い。」という事で、宅地７１.4㎡を合せて、駐車場３台分を計画されています。 
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６番。所有権移転。〇〇町の田１筆、畑１筆、計２筆、１,２９４
㎡。「日当たりも良く傾斜もあまりなく、太陽光発電事業に適していると判断
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した。」という事で申請されています。 
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。賃貸借権設定。一時転用です。〇〇町の田 1 筆、畑１筆、

計２筆、９００㎡。「新幹線工事で、〇〇及び〇〇高架橋の橋脚を施工するに

あたり、仮設桟橋及び重機等の作業ヤード、資材置場として利用したい。」と

いう事です。平成２９年１１月２７日付けで転用許可を受けたものの延伸申

請です。今回の貸借期間は、許可後から今年の９月１５日までです。 
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８番。賃貸借権設定。一時転用です。〇〇町の畑４筆、計３４３

㎡。「新幹線工事で工事用道路として利用したい。」ということです。平成３

１年２月１３日付で転用許可を受けたものの延伸申請です。今回の貸借期間

は、許可後から今年の７月８日までです。 
       農地区分は「農用地区域内にある農地」と「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種農地が混在する地域です。許可

基準の該当事項は、「農用地区域内にある農地」については「一時的な利用に

供するもの」、「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。」

と判断しております。 
 
申請番号９番。賃貸借権設定。一時転用です。〇〇町の田４筆、計１,５３
６㎡。「JR 佐世保線複線化に伴う工事のため、仮設工事用道路及び残土・表
土置場として利用したい。」という事で申請されています。貸借期間は、許可

後から来年の４月１５日までです。 
       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。 
 
       以上です。ご審議のほど、よろしくお願いします。 
 
会 長    事務局からの説明が終わりました。 

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。 

 

〇〇番委員  １番の件です。公民館の駐車場が少ないということで、区が購入して整備

をするものです。 
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会 長    他にございませんか。（なし）。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質疑をとどめます。議案第３号 農地法第５条の規

定による９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３号 農地法第５条の規定による９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。こちらに令和元年度第２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、   １件、  ７筆、 １４,４５７㎡ 
                再設定、  ７件、  ８筆、 １２,７０８㎡ 
         武雄町。 畑。（なし） 
 
         橘町。  田。新規、   ２件、  ２筆、  １,９３０㎡ 
                再設定、 ３３件、 ５４筆、 ９２,６７１㎡ 
         橘町。  畑。新規、  （なし） 
                再設定、  １件、  １筆、   ,８８２㎡ 
 
         朝日町。 田。新規、   １件   ２筆、  ２,８６５㎡ 
                再設定、 １１件、 １４筆、 ２３,２８９㎡ 
         朝日町。 畑。（なし） 
 
         若木町。 田。（なし） 
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                再設定、  ６件、  ７筆、  ３,３０２㎡ 
         若木町。 畑。（なし） 
 
         武内町。 田。新規、   ２件、  ２筆、  ３,１８６㎡ 
                再設定 、１１件、 ２７筆、 ３８,９１８㎡ 
         武内町。 畑。（なし） 
 
         東川登町。田。新規、   １件、  ２筆、  ９,５０６㎡ 
                再設定、 １９件、 １８筆、 １６,７２０㎡ 
         東川登町。畑。（なし） 
 
         西川登町。田。新規、   １件、  １筆、   ,２５９㎡ 
                再設定、  ２件、  ２筆、  １,９８６㎡ 
         西川登町。畑。新規、   １件、  １筆、   ,２６２㎡ 
                再設定、  １件、  ３筆、  ３,２１２㎡ 
 
         山内町。 田。新規、   ４件、  ５筆、  ５,０２０㎡ 
                再設定、  ８件、 １９筆、 ３３,５５９㎡ 
         山内町。 畑。新規、   １件、  １筆、  ４,０００㎡ 
                再設定、 （なし） 
 
         北方町。 田。新規、   ９件、 ２４筆、 ４７,７１８㎡ 
                再設定、 ２２件、 ６３筆、 ９０,４１２㎡ 
         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５３ページ以降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） 
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会 長    異議なしと認めます。 

       よって、議案第４号 令和元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、８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    議案第５号について説明します。 

 

       申請番号１番。〇〇町の田１筆、２６２㎡。「耕作機械の出入りや排水先の

問題があり不耕作となり、現況は山林化している。」というものです。 

非農地証明事務処理要領の該当事項は、第４号「自然的荒廃土地であって、

かつ耕作できなくなってから１０年以上が経過し、容易に農地への復元も困

難であり、農地として利用される可能性のない土地」に該当すると判断して

おります。 

 

       申請番号２番。〇〇町の田２筆、計４１６㎡。「平成１０年１月よりコンビ

ニエンスストアー敷地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。土地は〇〇町の畑１筆、１,１３３㎡。「以前はみかん畑と

して利用していたが、平成に入り耕作しなくなり荒廃してしまった。」という

ものです。 

非農地証明事務処理要領の該当事項は、第４号「自然的荒廃土地であって、

かつ耕作できなくなってから１０年以上が経過し、容易に農地への復元も困

難であり、農地として利用される可能性のない土地」に該当すると判断して

おります。 

 

       申請番号４番と５番を一緒に説明します。４番と５番は〇〇町にあり、ど

ちらも田で、隣接しています。「平成１１年４月２８日付けで事務所・倉庫・

資材置場で転用許可を受けていた。」というものです。 

非農地証明事務処理要領の該当事項は、第３号「法第４条第１項及び第５

条第１項の許可を得て完了している事実が認められる土地であって、不動産

登記法第３７条第１項に規定する地目変更の申請を行わず、引き続き耕作の

用に供されていない土地」に該当すると判断しております。 
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       申請番号６番。〇〇町の畑１筆、４０㎡。「昭和６２年頃、宅地への進入路

が狭かったため拡張し利用していた。」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。 

 

       申請番号７番。〇〇町の田１筆、８３㎡。「昭和６２年頃、自宅の駐車場ス

ペースにしてしまった。」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８番。〇〇町の畑４筆、計１８,８７８㎡。「昭和６０年頃、山土

を搬出していた。平地を催し物の会場に貸したりしていた。」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    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が、地元委員さん、

何かございませんか。 

 

〇〇番委員  ８番の件です。面積が結構広いですが、場所は〇〇の反対側になります。

昔の〇〇の近くです。そこを初め、泥取り場にしていたものです。外側は檜

が植えられています。平成２年の水害の時には町が借りて、畳などを一時的

に置いた経過があります。私も地目が畑のままだったという認識はありませ

んでした。ここはやむをえないという感じです。 

 

会 長    他にございませんか。（なし）。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、質疑をとどめます。 

議案第５号、８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。 
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（「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。 

 
―――――――――《報告第１号 農地等形状変更届出について》―――――――――― 

 
会 長    以上で審議事項を終了し、報告事項に移ります。 
 
会 長    報告第１号「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。〇〇町の田１筆、１３２

㎡です。「圃場整備地区ではなく、不形成で耕作しにくいため、畑として利用

したい。」ということで、「田をかさ上げして畑へ転換」されます。変更時期

は２０１９年５月１５日から２０１９年５月３１日、かさ上げの高さは０.7

ｍ、土量は２５㎥、施工は本人が行うとの事です。変更後は野菜を作るとい

うことです。以上報告いたします。 

 

会 長    事務局の説明が終わりました。報告第１号「農地等形状変更届出について」、

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） 

 

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２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２号についてご説明いたします。 

       こちらは平成３０年５月１６日に、資材置場として転用許可を受けられた

ものです。〇〇町の田１筆、６６３㎡。「借受人である法人の経営者が体調を

崩し、事業の実施が難しくなったため」ということで、今回、取消の申請が

あっております。こちらは未着工で、現地は申請時のままとなっておりまし

たので、取消ができた案件です。以上、ご報告いたします。 

 

会 長    事務局の説明終わりました。報告第１号「農地法第５条の規定による許可
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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） 

 

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。 

 

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

 

会 長    それでは、以上をもちまして、令和元年６月の農業委員会総会を終わりま

す。 


