
平成２８年度 農地中間管理事業に係る

農用地等の借受希望者の募集に関する要項

公益社団法人 佐賀県農業公社

第１ 目的

  この要項は、公益社団法人佐賀県農業公社(以下「公社」という。)が農地中

間管理権を取得した農用地等の貸付に当たり、借受を希望する者(以下「借受

希望者」という。)の募集に関し必要な事項を定める。

第２ 募集の区域

  募集の区域は、別表に定める区域とする。

第３ 募集の方法

  借受希望者の募集は、次の方法により行うものとする。

（１）公社のホームページ（http://saga-agri.or.jp/）への掲載

 （２）その他適切と思われる方法

第４ 募集の期間  

 借受希望者の募集期間は、別途定めるものとし、上記第３の方法によりお知

らせするものとする。

 なお、窓口での受付業務は平日とする。

第５ 応募の条件

 （１）借受希望者は、地域の営農活動との調和を図り、意欲を持って農業経

営

に取り組み、地域農業の健全な発展に資する者で、次に掲げる要件の全て

を 

満たすものとする。

 ① 公社から借り受ける農用地等の全てを効率的に利用して耕作又は養  

  畜の事業を行うと認められること。 

 ② 耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められるこ 

と。 

ただし、借受希望者（農業生産法人、その他政令で定めるものを除



く。） 

が、耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められな  

い者である場合は、次に掲げる要件を全て満たすこと。 

イ）その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下 

に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。 

    ロ）その者が法人である場合には、その法人の役員のうち一人以上の 

者が、その法人の行う耕作または養畜の事業に常時従事すると認め 

られること。 

 （２）当該農用地等を、できるだけ長期に借り受けて、継続的・安定的に農

業 

生産活動を行うことができる者であること。 

 （３）第９に定める応募者の公表について、同意した者であること。 

第６ 応募等の方法 

  借受希望者は、農用地等借受希望申出書（別紙様式第１号）に必要事項を

記 

入し、押印の上、次のいずれかの方法により応募するものとする。 

 （１）公社に直接提出（郵送又は持参）するか、若しくは市町を経由して提

出 

するものとする。 

なお、借受希望者が、単一の市町ではなく複数の市町の募集区域を希

望 

するときは、公社又はいずれかの市町を経由して提出するものとする。 

 （２）公社の電子メールアドレス（saga-nougyou@saga-agri.or.jp）へ 

ＰＤＦで送信する。 

第７ 借受希望申出書の有効期限 

  借受希望申出書の有効期限は、当該募集の開始日から１年間とする。 

  ただし、期限満了後も継続を希望する場合は、毎年度、期限満了（１年間） 

 後最初の募集期間内に「借受希望継続等確認書」（別紙様式第２号。以下同じ。） 

 を提出することにより、借受希望を継続することができるものとする。 

なお、様式の一部を変更したため、平成２７年度中に申出をして 1年間の 

 有効期限の満了をむかえる者が借受希望の継続をする場合は、「借受希望継続 

 等確認書」の「申出内容の変更について」は「２.変更あり」に◯をし、別紙 

 様式の全てを記載して添付するものとする。 



第８ 申出の変更及び申出の取り下げ 

  借受希望者の募集に応募した者が、有効期限満了前にこれを変更しようと 

 する場合は、募集期間にあわせて農用地等借受希望変更申出書（別紙様式第

３ 

 号）を提出ものとする。 

  借受希望者の募集に応募した者が、有効期限満了前にこれを取り下げよう 

 とする場合は、農用地等借受希望申出取り下げ書（別紙様式第４号）を提出

す 

 るものとする。 

第９ 募集結果の公表 

  公 社 は 、 次 に 掲 げ る 内 容 等 に つ い て 、 公 社 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://saga-agri.or.jp/）により公表するものとする。

 （１） 応募者の氏名又は名称

 （２） 当該区域内の農業者、区域外の農業者、新規参入者の別

 （３） 希望する農用地等の種別・面積

 （４） 作付けしようとする作物の種別等

第１０ 個人情報の取り扱い

   公社は、応募内容等の個人情報の取り扱いについては、「個人情報の保護

に関する法律（平成１５年法第５７号）及び関係法令に基づき、適正に管

理

し、本事業の実施のためだけに利用するものとする。

 なお、本事業の実施のため必要な場合は、応募内容等の個人情報につい

て、

関係機関・団体等に提供するものとする。

第１１ 留意事項

   農地の貸付希望の状況により、必ずしも応募者全員に貸し付けられるわ

けではありません。

第１２ この要項に定めるもののほか、必要なものについては別に定めるもの

とする。



別　表

旧佐賀市
北川副町、本庄町、西与賀町、嘉瀬町、鍋島町、高木瀬町、金立町、久保泉町、巨勢町、
蓮池町、兵庫町全域

三瀬村 三瀬村全域
富士町 富士町全域
大和町 大和町全域
諸富町 諸富町全域
川副町 川副町全域
東与賀町 東与賀町全域
久保田町 久保田町全域
旧唐津市 旧唐津市の全域
浜玉町 浜玉町の全域
厳木町 厳木町の全域
相知町 相知町の全域
北波多 北波多の全域
肥前 肥前の全域
鎮西 鎮西の全域
呼子 呼子の全域
七山 七山の全域

鳥栖市 鳥栖市 鳥栖市全域 71.1
納所地区 東多久町大字納所
東多久地区 東多久町大字別府
南多久地区 南多久町大字花祭、大字下多久、大字長尾
多久地区 多久市多久町
西多久地区 西多久町大字板屋
北多久地区 北多久町大字小侍、大字多久原
伊万里 松島町と脇田町と木須町と瀬戸町の全域
大坪 立花町と新天長町と大坪町の全域
大川内 大川内町の全域
黒川 黒川町全域
波多津 波多津町全域
南波多 南波多町全域
大川 大川町全域
松浦 松浦町全域
二里 二里町全域
東山代 東山代町全域
山代 山代町全域
武雄区域 武雄町全域
橘区域 橘町全域
朝日区域 朝日町全域
若木区域 若木町全域
武内区域 竹内町全域
東川登区域 東川登町全域
西川登区域 西川登町全域
山内区域 山内町全域
北方区域 北方町全域
鹿島 大字高津原（組方含む）、納富分及び重ノ木
能古見 大字三河内及び山浦
北鹿島 大字中村（組方除く）、森、井手及び常広
浜町 浜
古枝 古枝
七浦 大字飯田及び音成

小城市 小城市 小城市 92.2
嬉野地区 旧嬉野町
塩田地区 旧塩田町
神埼地区 神埼小学校区
西郷地区 西郷小学校区
仁比山地区 仁比山小学校区
城田地区 千代田中部小学校区
境野地区 千代田西部小学校区
千歳地区 千代田東部小学校区
脊振地区 脊振小学校区
東脊振 旧東脊振村
三田川 旧三田川町

基山町 基山 基山町全域 79.6
上峰町 上峰地区 上峰町全域 84.8

唐津市

市町名 募集区域名 区域の範囲

多久市

佐賀市

神埼市

吉野ヶ里町

伊万里市

武雄市

嬉野市

鹿島市

担い手への
集積率（％）

（平成27年3月末現在）

80.0

45.6

28.9

31.0

90.3

農地中間管理事業の借受希望者の募集区域

91.6

65.8

37.9

93.2



別　表

市町名 募集区域名 区域の範囲
担い手への
集積率（％）

（平成27年3月末現在）

農地中間管理事業の借受希望者の募集区域

中原区域 旧中原町
北茂安区域 旧北茂安町
南茂安区域 旧三根町（ＪＡ南茂安管内）
三川区域 旧三根町三川支所管内）

玄海町 玄海町 玄海町全域 51.5
蔵宿 大字蔵宿全域
桑木原 大字桑木原全域
山本 大字山本全域
大木宿 大字大木宿全域
立部 大字立部全域
広瀬 大字広瀬全域
広瀬山 大字広瀬山全域
岳 大字岳全域
山谷切口 大字山谷切口全域
原明 大字原明全域
楠木原 大字楠木原全域
上本 大字上本全域
下本 大字下本、舞原、代々木全域
北ノ川内 大字北ノ川内全域
黒川 大字黒川全域
仏ノ原 大字仏ノ原全域
下内野 大字下内野全域
上内野 大字上内野全域
上山谷 大字上山谷全域
下山谷 大字下山谷全域
山谷牧 大字山谷牧全域
二ノ瀬 大字二ノ瀬全域
有田地区 旧有田町全域

大町町 大町町地域 大町町全域 84.2
江北町 江北地区 江北町全域 94.5

白石区域 大字福吉の一部、大字福田の一部、大字廿治の一部

六角区域
大字福吉の一部、大字福田の一部、大字廿治の一部、大字東郷、
大字今泉の一部、大字馬洗の一部、大字遠江の一部

北有明区域 大字遠江の一部、大字築切の一部、大字横手の一部、大字新拓の一部
須古区域 大字今泉の一部、大字築切の一部、大字大渡、大字堤、、大字湯崎、大字辺田の一部
福富区域 大字福富、大字福富下分、大字八平

南有明区域
大字廿治の一部、大字遠江の一部、大字築切の一部、大字横手の一部、大字牛屋、
大字新明のの一部、大字新開

錦江区域 大字戸ヶ里、大字辺田の一部、大字田野上
竜王区域 大字坂田、大字深浦
有明干拓区域 大字新拓の一部、大字新明の一部

太良町 太良町 太良町全域 20.6

69.1

みやき町

白石町

有田町

県計

86.6

98.3

20.3


