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第117回佐賀市農業委員会農地部会議事録 

 

 日  時  平成27年６月16日(火) 午前９時29分～午前11時37分 

 場  所  佐賀市大和支所  ３階第３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 使用貸借解約通知 

  第２号 農地法第３条の３第１項届出 

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 農地法第18条合意解約通知 

  第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

  第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

  第４号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

  第５号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

  第６号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

  第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権移転 

  第８号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外） 

  第９号議案 農振法第10条の規定による変更申出 

  第10号議案 農振法第13条の規定による変更申出（編入） 

  第11号議案 平成26年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価 

        （案：再掲） 

  第12号議案 平成27年度の目標及びその達成に向けた活動計画 

        （案：再掲） 

５．閉 会 
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午前９時29分 開会 

○農地部会長（大園敏明君） 

 皆さん、おはようございます。佐賀の平野部でも水が入り田植えの準備も大分整ってきて

いるようでございます。 

 なお、先日うちの近所で、トラクターの横転事故じゃなかったんですけど、事故たるもの

がありましたので、皆さん、農作業には十分注意して頑張っていただきたいと思います。 

 先ほどの局長報告のとおり、本日の出席委員は全員、18名で定足数に達しておりますので、

ただいまより第117回佐賀市農業委員会農地部会を開会いたします。 

 それでは、本日の付議すべき事項としては、報告第１号 使用貸借解約通知６件、報告第

２号 農地法第３条の３第１項届出７件、局長専決処分報告第１号 農地法第４条による届

出３件、局長専決処分報告第２号 農地法第５条による届出14件、議案といたしまして、第

１号議案 農地法第18条合意解約通知９件、第２号議案 農地法第４条の規定による許可申

請３件、第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請13件、第４号議案 農地法第３条

の規定による許可申請13件、第５号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転９件、第６

号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定99件、第７号議案 農用地利用集積計画

（案）利用権移転２件、第８号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）16件、第

９号議案 農振法第10条の規定による変更申出10件、第10号議案 農振法第13条の規定によ

る変更申出（編入）１件、第11号議案 平成26年度の目標及びその達成に向けた活動の点

検・評価（案：再掲）１件、第12号議案 平成27年度の目標及びその達成に向けた活動計画

（案：再掲）１件、以上となっております。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 また、現地調査につきましては、南部調査会が６月９日、北部調査会が６月10日、調査会

につきましては、南部調査会が６月11日、北部調査会が６月12日に開催しておりますことを

御報告いたします。 

 会議に入る前にお断りいたします。議事進行上、発言される場合は挙手をして、部会長が

指名してから発言してください。 

 また、携帯電話をお持ちの方は、電源を切るか、マナーモードにしてください。 

 なお、本日の議事録署名委員には、佐賀市農業委員会会議規程第12条第２項の規定に基づ

き、24番委員の江口委員、25番委員の中野委員の両名を指名いたします。 

 それでは、これから審議に入りますが、報告及び局長専決処分報告は案件ごとに一括審
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議・一括採決し、議案は案件の審議番号ごと、かつ調査会ごとに審議・採決をいたします。 

 ただいまから報告及び局長専決処分報告の審議を行います。 

 議案書１ページ及び２ページをお開きください。 

 

      報告第１号 使用貸借解約通知 

            １・２・３・４・５・６ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 報告第１号 使用貸借解約通知、審議番号１番から６番までの６件を議題といたします。 

 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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この６件について、通知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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、報告第１号 使用貸借解約通知、審議番号１番から６番ま

での６件については、通知どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書３ページ及び４ページをお開きください。 

 

      報告第２号 農地法第３条の３第１項届出 

            １・２・３・４・５・６・７ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 報告第３号 農地法第３条の３第１項届出、審議番号１番から７番までの７件を議題とい

たします。 

 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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この７件について、届出どおり承認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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、報告第２号 農地法第３条の３第１項届出、審議番号１番

から７番までの７件については、届出どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書５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 

○農地部会長（大園敏明君） 

 局長専決処分報告第１号 農地法第４条による届出、審議番号１番を議題といたします。 

 ここで皆さんにお諮りいたします。 

 この案件は、坂井委員本人の案件となっております。 

 農業委員会等に関する法律第24条の議事参与の制限に該当しますので、坂井委員には一時

退室していただき、この案件を先に審議したいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。 

 それでは、坂井委員退室してください。 

    〔45番坂井委員 退室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、届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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、局長専決処分報告第１号 農地法第４条による届出、審議

番号１番については、届出どおり承認することに決定しました。 
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 坂井委員の入室を認めます。 

    〔45番坂井委員 入室〕 

 

      局長専決処分報告第１号 農地法第４条による届出 

                  ２・３ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、局長専決処分報告第１号 農地法第４条による届出、審議番号２番及び３番の２件

を議題といたします。 

 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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この２件について、届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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、局長専決処分報告第１号 農地法第４条による届出 審議

番号２番及び３番については、届出どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書６ページから10ページまでをお開きください。 

 

      局長専決処分報告第２号 農地法第５条による届出 

                  １～14 

○農地部会長（大園敏明君） 

 局長専決処分報告第２号 農地法第５条による届出 審議番号１番から14番までの14件を

議題といたします。 

 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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この14件について、届出どおり承認することに御異議ございませんか。 



- 6 - 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、局長専決処分報告第２号 農地法第５条による届出 審議

番号１番から14番までの14件については、届出どおり承認することに決定しました。 

 ここから議案の審議を行います。 

 議案書11ページ及び12ページをお開きください。 

 

      第１号議案 農地法第18条合意解約通知 

            １・２・３・４・５・６ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第１号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号１番から６番までの６件を議題といた

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（百武正幸君） 

 報告します。 

 第１号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号１番から６番までにつきまして、南部

調査会において審議しましたところ、異議なしということでございましたので、通知どおり

承認することで部会へ送ることに決定したものです。 

 なお、各案件は農地法第18条第１項第２号に規定されているとおり、「引渡し日６ヶ月以

内に成立した合意解約で、その解約事由等が書面により明らかである」ことを確認しており

ます。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りいたします。 

 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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 異議なしと認めます。よって、この６件について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この６件について、通知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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第１号議案 農地法第18条合意解約通知 審議番号１番か

ら６番までの６件については、通知どおり承認することに決定しました。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、議案書12ページをお開きください。 

 

      第１号議案 農地法第18条合意解約通知 

            ７ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第１号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号７番を議題といたします。 

 ここで皆さんにお諮りいたします。 

 この案件は、秋吉委員の同居の親族の案件となっております。 

 農業委員会等に関する法律第24条の議事参与の制限に該当しますので、秋吉委員には、一

時退室していただき、この案件を先に審議したいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。 

 それでは、秋吉委員退室してください。 

    〔２番秋吉委員 退室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 北部調査会の審査の報告をお願いいたします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 
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 報告します。 

 第１号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号７番につきまして、北部調査会におい

て審議しましたところ、異議なしということで、通知どおり承認することで部会へ送ること

に決定したものです。 

 なお、本案件は農地法第18条第１項第２号に規定されているとおり、「引渡し日６ヶ月以

内に成立した合意解約で、その解約事由等が書面により明らかである」ことを確認しており

ます。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、通知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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第１号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号７番に

ついては、通知どおり承認することに決定しました。 

 秋吉委員の入室を認めます。 

    〔２番秋吉委員 入室〕 

 

      第１号議案 農地法第18条合意解約通知 

            ８・９ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、第１号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号８番及び９番の２件を議題とい

たします。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 
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 報告します。 

 第１号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号８番、９番につきまして、北部調査会

において審議しましたところ、異議なしということで、通知どおり承認することで部会へ送

ることに決定したものです。 

 なお、各案件は農地法第18条第１項第２号に規定されているとおり、「引渡し日６ヶ月以

内に成立した合意解約で、その解約事由等が書面により明らかである」ことを確認しており

ます。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りいたします。 

 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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この２件について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この２件について、通知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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第１号議案、農地法第18条合意解約通知、審議番号８番及

び９番については、通知どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書13ページをお開きください。 

 

      第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

            １・２ 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請、審議番号１番及び２番の２件を議題と

いたします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 第２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、２番につきまして、南

部調査会において審議しましたところ、異議なしということでございましたので、申請どお

り許可相当として部会へ送ることに決定したものです。 

 審議番号１番、２番につきましては、転用目的がそれぞれ「営農型発電設備」、及び「工

事用作業場（一時転用）」の案件で、審議番号１番の「営農型発電設備」を設置するために、

審議番号２番の申請地を工事用の作業場とする計画であるため、関連案件として、一括審

議・一括採決とし、南部調査会委員による現地調査を行い、南部調査会において申請人説明

を求めました。 

 申請人の説明によると、申請人は農業を営んでいますが、農地上空の設備で発電をしなが

ら、設備下部の農地では耕作を続けることが出来る営農型発電設備を設置し、売電収入と農

業収入とを得ることを計画したところ、申請地は、自宅に隣接し、周りに高い建物もないた

め、適地と判断し、一時転用申請されたとのことです。 

 申請人に、設備下部の農地での適切な耕作について確認したところ、耕作予定作物である

大豆が発育するために適した日照量や、農業用機械などを効率的に利用できる空間は確保で

きており、周囲の農地所有者とも協力しながら、適切に営農を継続し、設置要件のひとつで

ある８割以上の収量を確保する旨の回答を得ました。 

 また、事業計画の確実性等について確認したところ、事業計画どおりに実施し、毎年２月

には、下部農地での収量等についての報告を確実に行うことの確約を得ました。 

 その他、代替性や転用面積の必要性、被害防除計画等に問題ないことを確認し、転用の必

要性も認められたため、許可相当と判断したものです。 

 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」であり、農用地アの（ア）。 

 許可基準は、「仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うもの」に該当
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するため、農用地アの（イ）のｃと決定しております。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りいたします。 

 先ほど南部調査会長から報告がありましたとおり、審議番号１番の転用目的が「営農型発

電設備」、審議番号２番の転用目的が「工事用作業場（一時転用）」の案件で、関連案件と

して申請されたものです。 

 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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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。27番委員。 

○27番（志津田和己君） 

 以前、別の地区でも営農型発電設備の申請を許可しましたが、その現在の状況をちょっと

教えてもらいたいんですけど。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 現在、水稲を作付されております。それで、今年は作付が終わっております。 

○27番（志津田和己君） 

 はい、わかりました。どうもありがとうございます。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この２件について、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問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〕 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請、審議番

号１番及び２番については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決定し

ました。 

 

      第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

            ３ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請、審議番号３番を議題といたしま

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（井上文昭君） 

 報告します。 

 第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請、審議番号３番につきまして、北部調査

会において審議しましたところ、異議なしということで、申請どおり許可相当として部会へ

送ることに決定したものです。 

 審議番号３番は、転用目的が「植林」で、その一部が農振除外の決定を経た案件です。申

請地は山間部に位置しており、日照が不足し、農地としての利用が困難だったため、平成10

年ごろ、申請人の亡き父が農地法の手続きが必要とは知らず植林を行い、今般、適法にする

ため転用申請されたものです。 

 地区農業委員の説明などから、被害防除計画等に問題ないことを確認し、許可なく転用し

たことについて悪意は認められず、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」であり、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。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 
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 それでは、これより審議番号３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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請、審議番

号３番については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決定しました。 

 次に、議案書14ページ及び15ページをお開きください。 

 

      第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            １・２・３・４・５ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番号１番から５番までの５件を議

題といたします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番号１番から５番までにつきまし

て南部調査会において審議しましたところ、異議なしということでございましたので、申請

どおり許可相当として部会へ送ることに決定したものです。 

 審議番号１番、２番につきましては転用目的が「条件付分譲住宅」の案件で、一体案件の

ために一括審議・一括採決とし、南部調査会委員による現地調査を行い、南部調査会におい

て申請人説明を求めました。 

 申請人の説明によりますと、申請地は交通の便がよく、大型商業施設にも近いため、住宅

地に適していると判断し、転用申請されたとのことです。 

 申請人に西側市道の交通安全上でのカーブミラーの設置について確認したところ、今後、
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住宅建築の状況を見ながら、適切な箇所に設置する旨の説明がありました。 

 また、転用実施の確実性について確認したところ、事業計画どおり３年以内に転用事業を

完了する旨の回答があり、あわせて、誓約書の内容を厳守するとの確約を得ました。 

 その他、被害防除計画、転用面積の必要性等について聞き取りを行い、問題ないことを確

認し、転用の必要性も認められたため、許可相当と判断したものです。 

 農地区分は、「水管、下水道管またはガス管のうち、２種類以上が埋設されている道路の

沿道の区域で、かつ、概ね500ｍ以内に２以上の教育施設、医療施設その他の公共施設、ま

たは公益施設が存在する農地」であり、第３種農地エの（ア）のａの（ａ）。 

 許可基準は、「許可し得る」に該当するため、第３種農地エの（イ）と決定しております。 

 審議番号３番につきましては、転用目的「駐車場」の案件で、申請人は海苔養殖業を営ん

でいますが、資材置場等が不足しているため、申請地北側の既存倉庫を購入するに当たり、

申請地をその駐車場として利用するために転用申請されたものです。 

 地区農業委員の説明などから、転用面積の必要性、周辺への被害防除計画等に問題ないこ

とを確認し、許可なく転用したことについても悪意は認められず、許可相当と判断したもの

です。 

 農地区分は、「水管、下水道管またはガス管のうち、２種類以上が埋設されている道路の

沿道の区域で、かつ、概ね500ｍ以内に２以上の教育施設、医療施設その他の公共施設、ま

たは公益施設が存在する農地」であり、第３種農地エの（ア）のａの（ａ）。 

 許可基準は、「許可し得る」に該当するため、第３種農地エの（イ）と決定しております。 

 審議番号４番は、転用目的が「一般住宅」の案件で、申請人は現在、県外に住んでいます

が、子供の成長を機に、地元での住宅建築を計画したところ、申請地は交通の便が良く、住

環境も良いことから住宅地に適地と判断し、転用申請されたものです。 

 地区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

被害防除計画等に問題ないことを確認し、転用の必要性も認められたため、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」であり、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。 
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 審議番号５番についても、転用目的が「一般住宅」の案件で、申請人は現在、家族４人で

居住していますが、手狭であるため、住宅建築を計画したところ、申請地は実家に近く、将

来、父母の面倒を看ることもできるため、適地と判断し、転用申請されたものです。 

 地区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

被害防除計画等に問題ないことを確認し、転用の必要性も認められたため、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」であり、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。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りいたします。 

 先ほど南部調査会長から報告がありましたとおり、審議番号１番及び２番の２件について

は、転用目的が「条件付分譲住宅」であり、一体案件として申請されたものです。 

 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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この２件について、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 異議なしと認めます。よって、第３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番については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決定し

ました。 

 次に、審議番号３番について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番

号３番については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決定しました。 

 次に、審議番号４番について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番

号４番については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決定しました。 

 次に、審議番号５番について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番

号５番については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決定しました。 

 次に、議案書15ページから18ページまでをお開きください。 

 

      第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            ６・７・８・９・10・11・12・13 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番号６番から13番までの８件を議

題といたします。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番号６番から13番までにつきまし

て、北部調査会において審議しましたところ、異義なしということで、申請どおり許可相当

として部会へ送ることに決定したものです。 

 審議番号６番、７番については、転用目的が「駐車場」の案件で、一体案件として申請さ

れたものであるため、一括審議・一括採決とし、北部調査会委員による現地調査を行い、北

部調査会において申請人説明を求めました。 

 申請人は、福祉施設を運営していますが、利用者の増加に伴い、職員数を増員したところ、

駐車場が不足し、業務に支障をきたしているため、新たに駐車場を整備したく、転用申請さ

れたものです。 

 申請人に、代替性や転用実施の確実性、転用面積の必要性、被害防除計画等について問題

ないことを確認し、転用の必要性も認められたため、許可相当と判断したものです。 

 農地区分は、審議番号６番については、「水管、下水管が埋設された幅員４ｍ以上の道路

の沿道区域で、かつ、概ね500ｍ以内に２以上の医療施設が存在する農地」であり、第３種

農地エの（ア）のａの（ａ）。審議番号７番については、「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」であり、第２種農地カの（ア）。 
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 許可基準は、審議番号６番については、「許可し得る」に該当するため、第３種農地エの

（イ）。審議番号７番については、「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」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８番は、転用目的が「貸資材置場及び通路」の案件で、北部調査会委員による現

地調査を行い、北部調査会において申請人説明を求めました。 

 申請人は、土木建築業を営んでいますが、事業規模の拡大に伴い、資材置場が不足してい

るため、新たな敷地を探していたところ、申請地は、現在の事務所の近隣にあり、必要な面

積も確保できることから、適地と判断し、また、北側の宅地についても申請人が購入予定で、

宅地への進入路を確保すべく、併せて転用申請されたものです。 

 申請人に、転用実施の確実性、転用面積の必要性、被害防除計画等について問題ないこと

を確認し、転用の必要性も認められたため、許可相当と判断したものです。 

 農地区分は、「水管、下水管が埋設された幅員４ｍ以上の道路の沿道区域で、かつ、概ね

500ｍ以内に２以上の医療施設が存在する農地」であり、第３種農地エの（ア）のａの

（ａ）。 

 許可基準は、「許可し得る」に該当するため、第３種農地エの（イ）と決定しております。 

 審議番号９番は、転用目的が「条件付分譲住宅」の案件で、北部調査会委員による現地調

査を行い、北部調査会において申請人説明を求めました。 

 申請地は、近隣に医療施設があり、交通の便も良いことから、住宅地として適地と判断し、

転用申請されたものです。 

 申請人に、申請地南側に残る農地について確認したところ、住宅購入希望者には、周辺で

農作業が行われることを説明した上で売買契約を行い、購入者に対し農作業への理解を求め、

周辺農地の耕作に支障のないよう対応するとの回答を得ました。 

 また、転用実施の確実性について確認したところ、事業計画どおり３年以内に転用事業を

完了する旨の回答があり、あわせて、誓約書の内容を厳守するとの確約を得ました。 

 その他、転用面積の必要性、被害防除計画等について聞き取りを行い、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、「水管、下水管が埋設された幅員４ｍ以上の道路の沿道区域で、かつ、概ね

500ｍ以内に２以上の医療施設が存在する農地」であり、第３種農地エの（ア）のａの

（ａ）。 
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 許可基準は、「許可し得る」に該当するため、第３種農地エの（イ）と決定しております。 

 審議番号10番、11番は、転用目的が「駐車場」の案件で、一体案件として申請されたもの

であるため、一括審議・一括採決とし、北部調査会委員による現地調査を行い、北部調査会

において申請人説明を求めました。 

 申請人は、特別養護老人ホーム等を運営していますが、事業規模の拡大に伴い、駐車場が

不足するため、駐車場の増設を計画したところ、申請地は、既存の敷地に近く、適地と判断

し、転用申請されたものです。 

 申請人に、代替性や転用実施の確実性、転用面積の必要性、被害防除計画等について問題

ないことを確認し、転用の必要性も認められたため、許可相当と判断したものです。 

 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」であり、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12番は、転用目的が「駐車場」の案件で、申請人は、昭和28年に設立された宗教

法人で、檀家数は約130を数え、行事等の際には駐車場が不足し、支障をきたしていること

から、新たに駐車場を整備したく、転用申請されたものです。 

 地区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、被害防除

計画等について問題ないことを確認し、転用の必要性も認められたため、許可相当と判断し

たものです。 

 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」であり、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13番は、転用目的が「寺院」の農振除外の決定を経た案件で、申請人は、現在、

申請地北側の高い位置に本堂を所有していますが、高齢者が参拝するには非常に危険な状況

で、また、老朽化による建替えの必要も生じているため、道路に隣接し、車での参拝が可能

である申請地に寺院を移転したいと考え、転用申請されたものです。 

 地区農業委員の説明などから、転用実施の確実性、転用面積の必要性や代替性、被害防除

計画等について問題ないことを確認し、転用の必要性も認められたため、許可相当と判断し
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たものです。 

 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」であり、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。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りいたします。 

 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６番及び７番の２件につい

ては、転用目的が「駐車場」であり、一体案件として申請されたものです。 

 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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この２件について、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番

号６番及び７番については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決定し

ました。 

 次に、審議番号８番について、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〕 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番

号８番については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決定しました。 

 次に、審議番号９番について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番

号９番については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決定しました。 

 ここで皆さんにお諮りいたします。 

 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10番及び11番の２件につい

ては、転用目的が「駐車場」であり、一体案件として申請されたものです。 

 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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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。 

 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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この２件については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番

号10番及び11番については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決定し

ました。 

 次に、審議番号12番について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番

号12番については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決定しました。 

 次に、審議番号13番について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番

号13番については、申請どおり許可相当として県農業会議に諮問することに決定しました。 

 次に、議案書19ページをお開きください。 
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      第４号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            １・２・３・４・５・６ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第４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６番までの６件を議

題といたします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 第４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６番までにつきまし

て、南部調査会において審議しましたところ、異議なしということでございましたので、申

請どおり許可相当として部会へ送ることに決定したものです。 

 審議番号１番、３番、５番につきましては、同一世帯での使用貸借の案件。 

 審議番号２番、６番につきましては、別世帯間での贈与の案件。 

 審議番号４番につきましては、普通売買の案件です。 

 なお、各案件につきましては、地区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、農地法第３条第２項各号には該当していないとの

報告がありました。 

 以上により、審議番号１番から６番までにつきまして、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たものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りいたします。 

 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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この６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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第４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６番までの６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20ページから22ページまでをお開きください。 

 

      第４号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            ７～９・11～14 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第４号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番号10番を除く、７番から14番ま

での７件を議題といたします。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 第４号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番号10番を除く、７番から14番ま

でにつきまして、北部調査会において審議しましたところ、異議なしということで、申請ど

おり許可相当として部会へ送ることに決定したものです。 

 審議番号７番、８番は、普通売買の案件。 

 審議番号９番は、競売落札の案件。 

 審議番号11番、12番、13番、14番は、同一世帯内での使用貸借の案件です。 

 なお、各案件につきましては、地区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の無いこと、

また面積要件も満たしていることから、農地法第３条第２項各号には該当していないとの報
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告がありました。 

 以上により、審議番号10番を除く、７番から14番までについては、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たもの

です。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りいたします。 

 この７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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この７件について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この７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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第４号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番

号10番を除く、７番から14番までの７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23ページ及び24ページをお開きください。 

 

      第５号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

            １・２・３・４・５・６・７ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第５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７番までの７件を
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議題といたします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 第５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７番までの７件：

31,168㎡につきまして、南部調査会において審議しましたところ、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おり、異議なしということでございましたので、計画案ど

おり承認することで部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。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りいたします。 

 この７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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この７件について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この７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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第５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７番までの７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24ページをお開きください。 

 

      第５号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

            ８ 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 第５号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転、審議番号８番を議題といたします。 

 ここで皆さんにお諮りいたします。 

 この案件は、秋吉委員の同居の親族の案件となっております。 

 農業委員会等に関する法律第24条の議事参与の制限に該当しますので、秋吉委員には一時

退室していただき、この案件を先に審議したいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。 

 それでは、秋吉委員退室してください。 

    〔２番秋吉委員 退室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 第５号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転、審議番号８番の１件：1,122㎡につ

きまして、北部調査会において審議しましたところ、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おり、異議なしということで、計画案どおり承認することとし、部会へ

送ることに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 異議なしと認めます。よって、第５号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転、審議

番号８番については、計画案どおり承認することに決定しました。 

 秋吉委員の入室を認めます。 

    〔２番秋吉委員 入室〕 

 

      第５号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

            ９ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、第５号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転、審議番号９番を議題といたし

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（井上文昭君） 

 報告します。 

 第５号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転、審議番号９番の１件：583㎡につき

まして、北部調査会において審議しましたところ、農業経営基盤強化促進法第18条第３項の

各要件を満たしており、異議なしということで、計画案どおり承認することで部会へ送るこ

とに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第５号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転、審議

番号９番については、計画案どおり承認することに決定しました。 
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 次に、議案書25ページから42ページまでをお開きください。 

 

      第６号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            １～83 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第６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83番までの83件を

議題といたします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 第６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83番までの83件、

新規21件：104,048㎡、更新62件：299,222.04㎡につきまして、南部調査会において審議し

ましたところ、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おり、異議なしと

いうことでございましたので、計画案どおり承認することで部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。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りいたします。 

 この83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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この83件について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この83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〕 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第６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83番までの83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42ページから47ページまでをお開きください。 

 

      第６号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            84～99 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第６号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号84番から99番までの16件を

議題といたします。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 第６号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号84番から99番までの更新16

件：79,230.23㎡につきまして、北部調査会において審議しましたところ、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おり、異議なしということで、計画案どおり承認

することで部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。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りいたします。 

 この16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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この16件について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 
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 この16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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第６号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議

番号84番から99番までの16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48ページをお開きください。 

 

      第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権移転 

            １・２ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権移転、審議番号１番及び２番の２件を議題

といたします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権移転、審議番号１番、２番の２件：9,115

㎡につきまして、南部調査会において審議しましたところ、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おり、異議なしということでございましたので、計画案どおり承

認することで部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。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りいたします。 

 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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この２件について、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〕 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この２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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権移転、審議

番号１番及び２番の２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49ページから51ページまでをお開きください。 

 

      第８号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外） 

            １・２・３・４・５・６・７・８ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第８号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、審議番号１番から８番までの

８件を議題といたします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 第８号議案 農振法第１３条の規定による変更申出（除外）、審議番号１番から８番まで

につきまして、南部調査会において審議しましたところ、異議なしということでございまし

たので、申出どおり承認することで、部会へ送ることに決定したものです。 

 審議番号１番につきましては、除外目的が「工場」の案件であるため、南部調査会による

現地調査を行いました。 

 農業振興課の説明などによると、申出人は、製菓業を営んでいますが、事業拡大により、

敷地内に冷凍倉庫を増築し、これにより不足した駐車場を整備するために、今回、申出され

たものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や転用面積の必要性などについての確認を行い、承認でき

るものと判断しました。 

 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



- 33 - 

性の低い農地」であり、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２番につきましては、除外目的が「分家住宅」の案件で、農業振興課の説明など

によると、申出人は、家族３人で借家に居住していますが、子供の成長に伴い手狭になった

ため、分家住宅の建築を計画したところ、申出地は実家に隣接し、今後農業の手伝いと親の

面倒を看るのに最適と判断し、申出されたものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や転用面積の必要性、代替性などについての確認を行い、

承認できるものと判断したものです。 

 農地区分は、1262番１については、「特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農

地」であり、第１種農地イの（ア）のｂ。 

 1267番１の一部については、「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」であり、第２種農地カの(ア)。 

 許可基準は、1262番１については、「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）。 

 1267番１の一部については、「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」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３番につきましては、除外目的が「幼稚園」であるため、南部調査会による現地

調査を行いました。 

 農業振興課の説明などによると、申出人は、幼稚園を運営していますが、認定こども園へ

移行し、あわせて待機児童の解消を図るため、園児定員を90名から180名に増員することを

計画し、園舎の増築を行うために申出されたものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や転用面積の必要性などについての確認を行い、承認でき

るものと判断しました。 

 農地区分は、「概ね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地で、その区画の面積、

形状、傾斜及び土性が高性能農業機械による営農に適する農地」であり、甲種農地ウの

（ア）のａ。 

 許可基準は、「既存の施設の拡張（拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面
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積の２分の１を超えないものに限る）」に該当するため、甲種農地ウの（イ）のｄと決定し

ております。 

 審議番号４番につきましては、除外目的が、「農家住宅の敷地拡張」の案件で、農業振興

課の説明などによると、申出人は、現在、約１haを耕作していますが、申出地は、ほ場整備

事業により、自宅敷地と道路との間に換地された狭小な農地で、亡き父により通路として造

成され、現在まで利用されてきたもので、今般、適法化のため、申出されたものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や転用面積の必要性などについて確認し、許可なく転用さ

れたことについても、悪意は認められず、承認できるものと判断したものです。 

 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」であり、第１種農地

イの（ア）のｂ。 

 許可基準は、「既存の施設の拡張（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。 

 審議番号５番につきましては、除外目的が「農家住宅」の案件で、農業振興課の説明など

によると、申出人は、約40ａを耕作されていますが、今般、県道改修工事により、自宅敷地

が収用されることになったため、農家住宅の移転新築を計画したところ、申出地は、耕作農

地に隣接しており、今後も営農を継続していく上で、最適と判断し、申出されたものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や転用面積の必要性、代替性などについての確認を行い、

承認できるものと判断しました。 

 農地区分は、「概ね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地で、その区画の面積、

形状、傾斜及び土性が高性能農業機械による営農に適するもの」であり、甲種農地ウの

（ア）のａ。 

 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（ただし、敷地面積が概ね500㎡を

超えないもの）」に該当するので、甲種農地ウの(イ)のｃと決定しております。 

 審議番号６番につきましては、除外目的が「分家住宅」の案件で、農業振興課の説明など

によると、申出人は、家族４人で借家に居住していますが、子供の成長に伴い手狭になった

ため、分家住宅の建築を計画したところ、申出地は妻の実家に近く、今後農業の手伝いなど

においても最適と判断し、申出されたものです。 
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 その他、周辺への被害防除計画や転用面積の必要性、代替性などについての確認を行い、

承認できるものと判断したものです。 

 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」であり、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７番につきましても、除外目的が「分家住宅」の案件で、農業振興課の説明など

によると、申出人は、家族４人で共同住宅に居住していますが、子供の成長に伴い手狭に

なったため、分家住宅の建築を計画したところ、申出地は妻の実家に隣接し、今後農業の手

伝いなどにおいても最適と判断し、申出されたものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や転用面積の必要性、代替性などについての確認を行い、

承認できるものと判断したものです。 

 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」であり、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８番につきましては、除外目的が「農家住宅の敷地拡張及び資材置場」の案件で

あるため、南部調査会による現地調査を行いました。 

 農業振興課の説明などによると、申出人は、農業の傍ら建設業を営んでいますが、現在の

敷地では手狭であるため、隣接する申出地を、農作業場及び建設資材置場として利用するた

めに申出されたものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や転用面積の必要性などについての確認を行い、承認でき

るものと判断したものです。 

 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」であり、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
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（イ）のｃの（ｅ）と決定しております。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、これより審議番号１番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第８号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号１番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号２番について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申出どおり承認することに御異議ございませんか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第８号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号２番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号３番について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第８号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、



- 37 - 

審議番号３番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号４番について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第８号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号４番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号５番について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第８号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号５番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号６番について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第８号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号６番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号７番について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第８号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号７番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号８番について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第８号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号８番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書51ページから54ページまでをお開きください。 

 

      第８号議案 農振法第13条の規定による変更申出書（除外） 

            ９～16 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第８号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、審議番号９番から16番までの

８件を議題といたします。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 第８号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、審議番号９番から16番までに

つきまして、北部調査会において審議しましたところ、異議なしということで、申出どおり
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承認することで部会へ送ることに決定したものです。 

 審議番号９番、10番につきましては、除外目的が「公民分館」の案件で、農業振興課の説

明によると、現在、当地区の公民分館は老朽化が進み、建替えの必要が生じており、また、

世帯数が大幅に増加したことから、現在の敷地では手狭であるため、必要な面積が確保でき

る申出地へ移転したく、申出されたものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や転用面積の必要性及び代替性などについての確認を行い、

承認できるものと判断しました。 

 農地区分は、審議番号９番については、「概ね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にあ

る農地」であり、第１種農地イの（ア）のａ。審議番号10番については、「水管、下水管が

埋設された幅員４ｍ以上の道路の沿道区域で、かつ、概ね500ｍ以内に２以上の医療施設が

存在する農地」であり、第３種農地エの（ア）のａの（a）。 

 許可基準は、審議番号９番については、「農業従事者の良好な生活環境を確保するための

施設」に該当するため、１種農地イの（イ）のｃの(ｄ)。審議番号１０番については、「許

可し得る」に該当するため、第３種農地エの（イ）と決定しております。 

 審議番号11番につきましては、除外目的が「幼稚園」の案件で、北部調査会委員による現

地調査を行いました。 

 農業振興課からの説明によると、申出人は、幼稚園を運営していますが、現在、駐車場が

不足しているため、行事の際は臨時駐車場を借りるなど、不便で、また、朝夕の送迎車両の

出入りの際は、他の車両の通行に支障をきたしている状況であることから、申出地を駐車場

として利用したく、申出されたものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や転用面積の必要性及び代替性などについての確認を行い、

承認できるものと判断しました。 

 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」であり、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12番は、除外目的が「通路拡幅」の案件で、北部調査会委員による現地調査を行

いました。 

 農業振興課からの説明によると、申出人は、申出地北側の宅地を購入し、現在、福祉施設
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として利用されていますが、施設に通じる通路の幅員が狭く、緊急車両や送迎用の中型車の

進入が困難な状況であることから、施設利用者及び送迎者の安全確保のため、通路を拡幅し

たく、申出されたものです。申出地の既存の拡幅部分については、前所有者が住宅を新築す

る際、接道確保のため、手続きを経ることなく拡幅されたもので、また、車両の離合場所に

ついては、申出人が手続きが必要とは知らずに整備し、利用してきたものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や代替性、転用面積の必要性などについて確認し、許可な

く転用したことについて悪意は認められず、承認できるものと判断しました。 

 農地区分は、「概ね10ha以上の広がりがある農地」であり、第１種農地イの（ア）のａ。 

 許可基準は、「既存の施設の拡張（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。 

 審議番号13番は、除外目的が「分家住宅」の案件で、農業振興課からの説明によると、申

出人は、夫婦で借家に居住していますが、今般、分家住宅の建築を計画されたところ、申出

地は実家に近く、今後農業を手伝い、両親の面倒を看ていく上で最適と考え、申出されたも

のです。 

 その他、周辺への被害防除計画や代替性、転用面積の必要性などについて確認し、承認で

きるものと判断しました。 

 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」であるため、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14番は、除外目的が「店舗駐車場」の案件で、北部調査会委員による現地調査を

行いました。 

 農業振興課からの説明によると、申出人は、申出地北側の宅地で、既存の建物を利用し、

ギャラリーカフェを開業する予定ですが、宅地内には、来客者などの駐車場を設ける余地が

ないため、当該宅地に隣接する申出地を駐車場として利用したく、申出されたものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や代替性、転用面積の必要性などについて確認し、承認で

きるものと判断しました。 
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 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」であり、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15番は、除外目的が「植林」の案件で、農業振興課からの説明によると、申出人

は、申出地の周囲が山林であるため、日当たりが悪く、耕作を続けることが困難だったため、

平成元年頃、農地法などの手続きが必要とは知らずに植林を行い、今般、適法化するため申

出されたものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や、転用面積の必要性などについて確認し、許可なく転用

したことについて悪意は認められず、承認できるものと判断しました。 

 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」であり、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16番についても、除外目的が「植林」の案件で、農業振興課からの説明によると、

申出人は、申出地の周囲が山林であるため、日当たりが悪く、耕作を続けることが困難だっ

たため、平成７年頃、農地法などの手続きが必要とは知らずに植林を行い、今般、適法化す

るため申出されたものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や、転用面積の必要性などについて確認し、許可なく転用

したことについて悪意は認められず、承認できるものと判断しました。 

 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」であり、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。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りいたします。 

 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９番及び10番の２件について
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は、除外目的が「公民分館」であり、一体案件として申出されたものです。 

 審議番号９番及び10番の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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号９番及び10番の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。27番委員。 

○27番（志津田和己君） 

 公民分館としては、約１反ほどで結構大きいと思います。ここに書いてあります世帯数が

大幅に増加とありますが、以前はどのくらいで、現在はどのくらいか、もし戸数とか面積と

かそういうのがわかったら、わかる範囲で結構ですので、よろしくお願いします。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 北部調査会長。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 事務局お願いします。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 はい、事務局。 

○事務局（柴田洋平農地係主事） 

 昭和36年時には34戸ございましたけれども、現在は164戸となっております。 

 また、現在の公民館の敷地面積については確認できておりません。 

○27番（志津田和己君） 

 34戸から164戸ですから結構大きくなって、公民館も広いほうが自治会の活動は非常にや

りやすいと思いますし、悪いことではないと思いますけど。わかりました。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございます。ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 
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 この案件について、申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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第８号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号９番及び10番の２件については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号11番について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第８号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号11番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号12番について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第８号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号12番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号13番について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申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〕 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第８号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号13番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号14番について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第８号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号14番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号15番について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第８号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号15番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号16番について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第８号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、
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審議番号16については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書55ページから57ページまでをお開きください。 

 

      第９号議案 農振法第10条の規定による変更申出 

            １・２・３・４・５・６・７ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第９号議案 農振法第 10 条の規定による変更申出、審議番号１番から７番までの７件を

議題といたします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 第９号議案 農用法第10条の規定による変更申出、審議番号１番から７番までにつきまし

て、農業振興課からの説明を受け、南部調査会において審議しましたところ、異議なしとい

うことでございましたので、申出どおり承認することで部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。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りいたします。 

 この７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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この７件について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この７件について、申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〕 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第９号議案 農振法第10条の規定による変更申出、審議番

号１番から７番までの７件については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書57ページ及び58ページをお開きください。 

 

      第９号議案 農振法第10条の規定による変更申出 

            ８・９・10 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第９号議案 農振法第10条の規定による変更申出、審議番号８番から10番までの３件を議

題といたします。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 第９号議案 農振法第10条の規定による変更申出、審議番号８番から10番までにつきまし

て、農業振興課からの説明を受け、北部調査会において審議しましたところ、異議なしとい

うことで、申出どおり承認することで部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。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りいたします。 

 この３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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この３件について、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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この３件について、申出どおり承認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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第９号議案 農振法第10条の規定による変更申出、審議番

号８番から10番までの３件については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書59ページをお開きください。 

 

      第10号議案 農振法第13条の規定による変更申出（編入） 

            １ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第10号議案 農振法第13条の規定による変更申出（編入）、審議番号１番を議題といたし

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（井上文昭君） 

 報告します。 

 第10号議案 農振法第13条の規定による変更申出（編入）、審議番号１番につきまして、

農業振興課からの説明を受け、北部調査会において審議しましたところ、異議なしというこ

とで、申出どおり承認することとし、部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。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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。13番委員。 

〇13番委員（百武正幸君） 

 申出人さんが市内の遠隔地にお住まいですけれども、実際この方が農業をされている、通

作されているわけですかね。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 北部調査会長。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 事務局お願いします。 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 事務局お願いします。 

〇事務局（柴田洋平農地係主事） 

 この申出人は、今、個人で２反ほどお持ちです。また、実家が富士町のほうにあり、お父

さんたちと一緒に耕作をされております。 

〇13番委員（百武正幸君） 

 はい、わかりました。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件について、申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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第10号議案 農振法第13条の規定による変更申出（編入）、

審議番号１番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書60ページをお開きください。 

 

      第11号議案 平成26年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価 

            （案：再掲） 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、第11号議案 平成26年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案：再

掲）を議題といたします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 第11号議案 平成26年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案：再掲）につ

きまして、南部調査会において審議しましたところ、異議なしということでございましたの

で、原案どおり承認することで部会へ送ることに決定したものです。 
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 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 第11号議案 平成26年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案：再掲）につ

きまして、北部調査会において審議しましたところ、異議なしということで、原案どおり承

認することで部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。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 第11号議案 平成26年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案：再掲）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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第11号議案 平成26年度の目標及びその達成に向けた活動

の点検・評価（案：再掲）については、原案どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書61ページをお開きください。 

 

      第12号議案 平成27年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案：再掲） 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第12号議案 平成27年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案：再掲）を議題といた

します。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 
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○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 第12号議案 平成27年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案：再掲）につきまして、

南部調査会において審議しましたところ、異議なしということでございましたので、原案ど

おり承認することで部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。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 第12号議案 平成27年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案：再掲）につきまして、

北部調査会において審議しましたところ、異議なしということで、原案どおり承認すること

で部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。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 第12号議案 平成27年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案：再掲）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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第12号議案 平成27年度の目標及びその達成に向けた活動

計画（案：再掲）については、原案どおり承認することに決定しました。 

 ここで皆さんにお諮りいたします。 

 第117回佐賀市農業委員会農地部会議事録について、その字句、その他の整理を要するも
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のについては、その整理を農地部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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第117回佐賀市農業委員会農地部会議事録について、その

字句、その他の整理を要するものについては、その整理を農地部会長に委任することに決定

しました。 

 これをもちまして、本日の議事を全て終了いたしました。 

 第117回佐賀市農業委員会農地部会を閉会いたします。 

 本日はありがとうございました。 

午前11時37分 閉会 
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