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第119回佐賀市農業委員会農地部会議事録 

 

 日  時  平成27年８月12日(水) 午前９時29分～午前11時10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 農地転用許可後の事業計画変更承認申請 

  第５号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

  第６号議案 買受適格証明願（耕作目的） 

  第７号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

  第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

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） 

 おはようございます。昨日までは大分暑い日が続きました。今日は打って変わって恵みの

雨というような感じで、農作物にとっては大分いいことではなかったかなと思います。 

 また、昨日、鹿児島で原発が稼働されました。エネルギーということで大分皆さん心配な

ところもございますけど、原発も日本にはなくてはならないものではないかなという気はし

ます。でも、やっぱり地元の鹿児島県の住民の方はいろいろと心配されているようでござい

ます。 

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

いまより第119回佐賀市農業委員会農地部会を開催いたします。 

 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５件、報告第

２号 農地法第３条の３第１項届出８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４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17件、第２号議案 農地法第４条の規定による許可申

請７件、第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請10件、第４号議案 農地転用許可

後の事業計画変更承認申請１件、第５号議案 農地法第３条の規定による許可申請15件、第

６号議案 買受適格証明願（耕作目的）３件、第７号議案 農用地利用集積計画（案）所有

権移転４件、第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定23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。 

 現地調査については、南部調査会は現地調査対象案件がありませんでした。また、北部調

査会は８月６日に実施し、各調査会につきましては、南部調査会が８月７日、北部調査会が

８月10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、31番委員の今村委員、36番委員の伊東顯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

議・一括採決とし、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。 
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 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 

○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５番までの５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５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５番ま

での５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・８ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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８番までの８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８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〕 
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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、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８番までの８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・２・３ 

○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番から３番までの３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３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番から３番までの３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６ページ及び７ページをお開きください。 

 

      局長専決処分報告第２号 農地法第５条による届出 

                  １・２・３・４ 

○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４番までの４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） 
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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４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２号 農地法第５条による届出、審議

番号１番から４番までの４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８ページ及び９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〕 
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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、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。 

 次に、議案書９ページから11ページまでをお開きください。 

 

      第１号議案 農地法第18条合意解約通知 

            ７～17 

○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番から17番までの11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１号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号７番から17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） 



- 7 - 

 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11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11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11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番か

ら17番までの11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12ページ及び15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 

      第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            １ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ここで皆さんにお諮りいたします。 

 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番及び第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番の２件については、転用目的が「寺院」であり、

一体案件として申請されたものです。 

 そこで、この２件については、一括審議・一括採決とし、審議の順序を変更し、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〕 
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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、審議の順序を変更し、先にこの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、及び、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。 

 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、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番は、転用目的が「寺院」の一部農振除外の

決定を経た案件で、一体案件として申請されたものであるため、一括審議・一括採決しまし

た。 

 申請人は、檀家数140戸の宗教法人ですが、行事等の際に寺院の駐車場が不足し、近隣住

民に迷惑をかけているため、新たに駐車場を確保すべく、転用申請されたものです。 

 また、申請地の内、2098番８、2098番９は、ほ場整備事業で寺院敷地の隣に貼り付けられ

た農地を寺院敷地と思い込み、今まで利用されてきたとのことで、2103番３、2105番３、

2105番５、2105番６、2105番７については、昭和58年に本堂等を新築した際、手続きを経ず

に寺院敷地として拡張されたもので、今回、適法化のためにあわせて転用申請されています。 

 地区農業委員の説明などから、転用実施の確実性や転用面積の必要性、周辺への被害防除

計画等に問題ないことを確認し、許可なく転用されたことについても、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、2098番10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、傾斜等から高性能農業機械による営農に適するもの」であるため、甲

種農地ウの（ア）のａ。 

 2105番７は、「概ね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地」であるため、第１

種農地イの（ア）のａ。 

 2098番８、2098番９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。 



- 9 - 

 2103番３、2105番３、2105番５、2105番６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、2098番10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、甲種農地ウの（イ）

のｄ。 

 2105番７、2098番８、2098番９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）。 

 2103番３、2105番３、2105番５、2105番６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。 

 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決定しました。 

 次に、議案書12ページ及び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 

            ２・３・４・５ 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 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２番から５番までの４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２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２番につきましては、転用目的が「通路」の農振除外の決定を経た案件で、申請

人は、約６haを耕作されていますが、申請地は、農業用機械の大型化に伴い、平成12年頃か

ら既存の通路を拡幅して利用し、平成17年頃からは耕作用以外としても利用されていること

から、今般、適法化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等から、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、許可なく転用され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、「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。 

 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３番につきましては、転用目的が「駐車場」の案件で、申請人は、申請地近くに

居住していますが、自宅倉庫を増築するに当たり、敷地が手狭になることから、申請地を駐

車場として利用したく、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、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」であるため、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
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め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 審議番号４番につきましては、転用目的が「農家住宅」の案件で、申請人は農業を営んで

いますが、今般、娘夫婦と同居することになり、自宅敷地が手狭になるため、申請地を駐車

場として利用したく、転用申請されたものです。 

 地区農業委員の説明等から、転用実施の確実性、転用面積の必要性や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、「概ね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地」であるため、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５番につきましては、転用目的が「農家住宅」の一部農振除外の決定を経た案件

で、申請人は農業を営んでいますが、平成15年頃、農機具等の保管場所が不足したため、申

請地に農業用倉庫等を建設し、手続きを経ないまま、自宅敷地の一部として利用してきたも

ので、今般、適法化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、許可なく転用され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、「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、「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。 

 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２番について質疑に入ります。質疑ございませんか。22番委

員。 

○22番（秀島正和君） 
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 始末書の内容について、その内容は本人が書かれたものか、若しくはその概要をまとめて

記載されたものかということで確認をしたいと思います。 

 なぜかというと、その書き方ですけど、「平成17年度頃からは、耕作用以外としても利用

されてきました。」、「されてきました」じゃなくて、「利用してきました」と書く必要が

あるんじゃないかなというふうに思いますけど、いかがでしょうか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 南部調査会長。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 この分は確かに本人さん自筆で書いてもらっておりますけれども、これは皆さん方、南部

の調査会資料にもありましたけれども、耕作用以外というのは隣地に保育園ができて、そこ

の通路としても使われてきたということで、文章的には「されてきました」という表現に

なっております。 

 あと、補足を事務局お願いします。 

○事務局（成平 将農地係主査） 

 お手元の土地利用計画図の３ページ目の方を見ていただければと思います。 

 申請地の南側に、もともとあった通作用の通路というものがありまして、その南側の西側

に保育園があります。もともとここは通作だけの利用でしたので、許可不要の案件というこ

とになっておりましたが、平成17年以降はこの保育園の職員さんらがこの通路についても使

うことになりましたので、第三者が使うことになったということで「使用されてきました」

という表現になっているものでございます。 

 以上でございます。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 22番委員、今の報告でよろしいですか。 

○22番（秀島正和君） 

 わかりました。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ほかに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。10番委員。 

○10番（山口 明君） 

 この駐車場という形になっていますけれども、自宅からだいたいどのくらい離れておりま

すか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 南部調査会長。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 資料の５ページの地図を見てください。50ｍほどです。 

○10番（山口 明君） 

 それで結局、今の自宅の敷地内に倉庫を増築するということで、自宅の敷地が狭いために

駐車場をつくるということになっていますけれども、増築した後はどうなりますか。これを

そのまま駐車場として使われるんですかね。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 増築した後と言われますと。 

○10番（山口 明君） 

 結局、自宅の倉庫を増築するのに当たり敷地が手狭になることから、申請地を駐車場とす

るということで、この増築した後もそのまま駐車場として使われるわけですね。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 その駐車場が狭くなるから、代替地としてこっち側に車を移動するということです。 

○10番（山口 明君） 

 増築工事中だけじゃないわけですね。 

○南部調査会長（百武正幸君） 
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 はい。増築後、駐車場がとれないから、近くの自分の農地に移すということです。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 10番委員、今の説明でいいですかね。 

○10番（山口 明君） 

 はい。 

○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） 

 ほかにないようですので、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、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２号議案 農地法第４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） 
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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13ページ及び14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 

            ６・７ 

○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６番及び７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） 

 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６番、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６番は、転用目的が「埋蔵文化財試掘（一時転用）」の案件で、申請人は現在、

申請地を転用することを計画しており、それに先立ち、埋蔵文化財の試掘調査を行うために

一時転用申請されたものです。 

 地区農業委員の説明等から、転用実施の確実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、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、「佐賀市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」

であるため、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

するため、農用地アの（イ）のｃと決定しております。 
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 審議番号７番は、転用目的が「植林」の農振除外の決定を経た案件で、申請地は、山間部

に位置し、日照が不足しており、農地としての利用が困難なため、転用申請されたものです。 

地区農業委員の説明等から、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。 

 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６番について質疑に入ります。質疑ございませんか。27番委員。 

○27番（志津田和己君） 

 この文化財の試掘につきましては、本件は一時転用ということで、試掘をするための転用

だと思いますので、問題はその後のことですけど、お尋ねしたいのは、結局この試掘をして

から出てきたのが単なる文化財か、それとも国宝級の文化財か、いろいろあると思います。

どういう場合に開発ができないのか、どういう場合にはできるものか。 

 それと、もし大きな何か重要なものが出てきた場合、その費用は、以前は何か個人で出さ

なければならないとか、あるいは公費でするとか、いろいろ福岡の辺でも何かそういう問題

が新聞にも載っていたりしたことがあったんですけど、その辺、今現在はどうなっているか、

わかる範囲で結構ですので、教えていただければと思います。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） 

 私の方では詳しいことはわかりませんので、事務局の方よろしくお願いします。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いします。 

○事務局（古賀康生主幹兼農地係長） 
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 では、私の方から説明をさせていただきます。 

 文化財については、農業委員会として詳しくはわかりませんが、これまでの過去の経緯を

見てみると、一般的な試掘調査については、教育委員会が行うので、個人負担はございません。 

 そして、そこで何か出た場合、例えば、そのまま埋め戻していいものなのか、それとも、

例えばですけど、基礎まで打って壊さない程度にするとか、基礎を打たない工事でそのまま

保存するとかになります。これが重要なものということになると、もちろん工事はストップ

してしまいます。本調査になりますと、調査費は、原則個人負担となると、そのように伺っ

ています。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 27番委員、今の説明でよろしいですか。 

○27番（志津田和己君） 

 わかりました。ありがとうございました。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ほかにございませんか。（「関連してですけど」と呼ぶ者あり）はい、どうぞ、13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 この8,600㎡ほどの土地ですけれども、目的は何かもうわかっておると思いますけれども、

よかったらお教え願いたいと思います。 

○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） 

 太陽光発電だったでしょうかね。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局。 

○事務局（古賀康生主幹兼農地係長） 

 こちらがちょうど大和の山麓地区になりますけれども、こちらの方で太陽光の発電をした

いという申し出があっております。こちらは農振がかぶっておりますので、今、農振担当と

事前の協議がなされている中でございますが、申請地は、文化財の包蔵地区であるというこ

とで、事前に文化財調査をされたいということで申し出されているものでございます。 

 以上です。 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 13番委員、今の説明でよろしいですか。 

○13番（百武正幸君） 

 はい。 

○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） 

 ほかにないようですので、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６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。 

    〔「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、議案書16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 

            ２ 
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○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２番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２番につきましては、転用目的が「農業用倉庫及び農作業場」の用途区分の変更

を経た案件で、申請人は約15haを耕作されておりますが、現在、農業用機械置場として借用

している地元ＪＡの倉庫が取り壊しになるため、新たな保管場所を確保する必要に迫られ、

移転先を検討していたところ、申請地は申請者所有の既存の園芸施設に隣接しており、農作

業の効率性、必要面積の確保などから適地と判断し、転用申請されたとのことです。 

 申請地のうち東側部分については、５年ほど前から農作業場等として使用されてきたもの

で、今回、適法化のために西側部分と併せて転用申請されたものです。 

 なお、西側部分については、東側部分と同じ高さに合わせるため、15㎝ほどの盛土を行い

ますが、前面道路からは20㎝ほど低い地盤高となります。 

 また、隣接農地への被害防除としては、既存の畦畔に加えて、その内側に素掘りの側溝を

設ける計画となっています。 

 この案件について、委員から、主に「被害防除の適格性」と「他法令の許可の見込みの有

無」の２点について意見が出されました。 

 １点目の「被害防除の適格性」については、委員から、盛土高が15㎝程度であっても転用

面積が広いため、境界部分にはブロック積み等を求める必要があるのではないか。農業用施

設であるため、経費が安くすむようにすべきではないか。盛土高は高くないため、畦畔や素

堀り側溝等で土砂の流出防止策が講じられるのであれば、ブロック設置まで求める必要はな

いのではないかなどの意見が出され、委員の皆さん全員からの意見を聞き、全体で審議した

結果、境界部分のブロック積みについては、被害防除というよりも境界明示の要素が大きく、

農家の負担軽減を考慮すれば、申請どおりの計画で良いとの意見が多数を占めました。 

 また、２点目の「他法令の許可の見込みの有無」について、委員から、農業用倉庫を建築



- 20 - 

する場合における前面道路の幅員と建築基準法との関係についての質問がありました。 

 この件について、建築確認申請自体は農地転用許可がなされた後に申請されるものである

ため、農地転用については許可相当としたうえで、建築基準法については、後日、担当課へ

聴き取りを行うよう事務局に指示いたしました。 

 そこで、事務局が担当課へ確認を行ったところ、農業用倉庫にトラクターなどの動力付き

の農業用機械を収納し、その建築面積が150㎡を超える場合は、建物の構造が準耐火の構造

でなければならず、かつ、建物敷地が幅員６ｍ以上の道路に接していなければならないとの

ことでありました。 

 担当課によると、現時点においては申請者と、詳細についての協議は行っていないとのこ

とで、農業用倉庫内の一部を150㎡以下となるように間仕切りするなどの方法を採用すれば、

建築確認申請の許可の見込みは十分にあるとのことでした。 

 その他、地区農業委員の説明等から、転用実施の確実性や転用面積の必要性等に問題がな

いことを確認し、一部、許可なく転用され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、「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」であるため、農用地アの（ア） 

 許可基準は、「用途区分の変更」に該当するため、農用地アの（イ）のｂ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） 
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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、議案書17ページ及び20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 

            ６ 

      第４号議案 農地転用許可後の事業計画変更承認申請 

            １ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ここで皆さんにお諮りいたします。 

 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番及び第４号議案 農地転

用許可後の事業計画変更承認申請、審議番号１番の２件については、転用目的が「太陽光発

電設備」の案件であり、一体案件として申請されたものです。 

 そこで、この２件については一括審議・一括採決とし、審議の順序を変更し、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。よって、審議の順序を変更し、先にこの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） 

 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番及び第４号議案 農地転

用許可後の事業計画変更承認申請、審議番号１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及び承認相当として部会へ送る

ことに決定したものです。 

 本案件は、転用者が「太陽光発電設備」を目的として、平成26年５月に農地法の転用許可

を受けた土地に、新たに申請地及び同時利用地を加えて規模を拡大するため、再度申請され

たもので、一体案件として申請されているため、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。 
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 申請人の説明によると、当時、許可を受け造成を行いましたが、昨年９月に九州電力から

の電力買取手続きが一時中断されたため、造成まで行った状態で転用事業を休止していたと

ころ、今般、九州電力から電力買取についての承認を受けたため、今回の申請に至ったもの

で、申請地は事業に必要な面積も確保でき、日陰になることもないことから適地と判断し、

転用申請されたとのことです。 

 申請人に、同時利用地の西側田への取水について確認したところ、今までも東側水路から

同時利用地を経由してポンプで取水しており、転用後、取水等の際に同時利用地等に立ち入

ることは問題ない旨の回答がありました。 

 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、許可相当と判断しました。 

 また、農地転用許可後の事業計画変更承認申請については、許可の取消処分を行っても、

申請地を元の所有者が農地として効率的に利用することは困難であること、許可目的達成が

困難になったことは当初転用者の故意又は重大な過失によるものでないことを確認し、承認

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。 

 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２件について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
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号６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、また、第４号

議案 農地転用許可後の事業計画変更承認申請、審議番号１番については、申請どおり承認

することに決定しました。 

 次に、議案書16ページから19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 

            ３・４・５・７・８・９・10 

○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番を除く３番から10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番を除く、３番から10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３番、４番は、転用目的が「通路」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・一括採決を行いました。 

 申請人は、申請地の北側に居住していますが、公道に接する通路がなく、現在、隣家の敷

地を通って出入りをしている状況であるため、申請地を自宅敷地への進入路として利用した

く、転用申請されたものです。 

 地区農業委員の説明等から、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、ともに「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５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



- 24 - 

査を行い、北部調査会において申請人説明を求めました。 

 申請人の説明によると、申請地は、市街化区域近郊の閑静な住宅街に近く、近隣に教育施

設や医療施設等があることから、住宅地に最適と判断し、転用申請されたとのことです。 

 申請人に、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、転用面積の必要性や、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以上の教育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７番から９番までについては、転用目的が「条件付分譲住宅」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。 

 申請人の説明によると、申請地は、交通の便が良く、近隣に教育施設等があることから、

住宅地に最適と判断し、転用申請されたとのことです。 

 申請人に、開発区域の南側にある田の取水方法について確認したところ、今年までは西側

市道側溝から、直接、取水を行い、田越しで東側にも流すことで対応し、来年からは申請地

南側に接する農道に暗渠管を設置し、側溝から取水を行う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、転用面積の必要性や代替性、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、「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10番は、転用目的が「駐車場」の農振除外の決定を経た案件で、申請人は、昭和

28年に設立された宗教法人で、檀家数が170戸ほどありますが、墓地及び駐車場が不足して
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いるため、現在の駐車場に墓地を整備し、あわせて申請地を駐車場として利用することを計

画したところ、申請地は既存の敷地に隣接し、十分な面積も確保できることから、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等から、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、「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」であるため、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

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。 

 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３番及び４番の２件について

は、転用目的が「通路」であり、一体案件として申請されたものです。 

 そこで、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。 
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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３番及び４番の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

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。 

    〔「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。 

 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７番から９番までの３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。 

 そこで、この３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３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。13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 この計画図を見ますと、南側と東側が田の方に隣接しておりますけれども、特に東側の南

東の方はブロックが８段と、その上にフェンスがまた80㎝のフェンスがつくとなっておりま

すけれども、東側の隣接の農地との境界ですね、これはそのまま境界の上にブロックつきに

なさるのか、それと同意は取れているのか、その辺ちょっとお伺いいたします。 
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○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） 

 地権者の同意は取れているということを聞いておりますが、その80㎝のブロックをどこに

つかれるか、境界につかれるかどうかは、はっきりしたことはわかりませんので、事務局よ

ろしくお願いします。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局、説明をお願いします。 

○事務局（柴田洋平農地係主事） 

 境界から申請地側に入ったところで。 

○13番（百武正幸君） 

 あくまでもブロックの端が境界ということ。 

○事務局（柴田洋平農地係主事） 

 そうなります。 

○13番（百武正幸君） 

 はい、わかりました。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 13番委員、今の説明でいいですか。 

○13番（百武正幸君） 

 実は私の地元でのこういう条件付の開発の時には、地元説明会の中で、ブロックが高い時

には、今まで畦畔があって、両方が使っていたということもありまして、ブロックを境界の

ところに１段積みだけさせて、その内側にブロックをつかせたという経緯があって、業者の

方に地主さんから申し入れをして、了解をしてもらったという経緯もありますので、その辺、

もちろん地主さんが了承しておられるということであれば問題ないですけれども、今後、農

業者サイドに立つと、本当に境界にブロックを８段つかれて、その上にまた80㎝のフェンス

までされると、農作業等に非常に、畦自体はもう通れなくなるかなと思いもしますので、そ

の辺、今後まだ他の委員さんもそういう状況が出てきた場合には、地元協議の時に業者の方

にお願いをするとかしたらいかがなものかなと思いまして、ちょっと意見を述べました。 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 はい、事務局。 

○事務局（柴田洋平農地係主事） 

 この東側の農地の所有者の同意を取るに当たって、境界ぎりぎりにブロックをつくという

ことですので、畦を１ｍぐらい作ってくれという要望を今回の転用者の方になされて、転用

者の方も了解されていると確認しております。 

○13番（百武正幸君） 

 自分の農地に畦を広げてくれということ。 

○事務局（柴田洋平農地係主事） 

 そうですね。 

○13番（百武正幸君） 

 へえ、優しい人がおられますね。（「そりゃまた優しいね」と呼ぶ者あり） 

○農地部会長（大園敏明君） 

 他にございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 他にないようですので、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７番から９番までの３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

とに決定しました。 

 次に、審議番号10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10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21ページ及び22ページをお開きください。 

 

      第５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５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５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番は、普通売買の案件、審議番号２番は、同一世帯での贈与の案件、審議番号

３番は、同一世帯での使用貸借の案件、審議番号４番から６番までは、競売落札の案件です。 

 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。 
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 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） 

 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、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５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22ページ及び23ページをお開きください。 

 

      第５号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            ７・８・９・10・11・12・13・14・15 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第５号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番号７番から15番までの９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５号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番号７番から15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番は、別世帯間での贈与の案件、審議番号８番、９番、10番、11番、12番、14

番、15番は、普通売買の案件、審議番号13番は、同一世帯内での使用貸借の案件です。 

 なお、審議番号８番、９番につきましては、譲受人が同一の「遠距離通作」での案件であ
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るため、北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、現在、伊万里市で約７反、米を耕作されていますが、

将来的には佐賀市内に居住し、営農することを考え、農地を探していたところ、適地が見つ

かったため、申請されたものです。 

 申請人に、遠距離通作となるため、農機具等の搬入方法について確認したところ、自宅か

らトラックで運搬し耕作したいとの回答を得ました。 

 また、地域との調和要件について確認したところ、地元生産組合と協議を行い、管理協力

者からの協力を受けながら、営農に努めていきたいとの回答を得ました。 

 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、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９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９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。13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 審議番号９番につきまして、これは譲渡人と譲受人、何か個人的なつながりがある方で

しょうか。 

○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） 

 個人的なつながりはないと聞いております。 

○13番（百武正幸君） 
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 誰かが世話しとるわけでしょう。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 不動産屋さんの紹介だということを聞いています。 

○13番（百武正幸君） 

 不動産屋さんね。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 その点、事務局補足をお願いします。 

○事務局（柴田洋平農地係主事） 

 北部調査会長さんがおっしゃったように、今回、調査会に申請人さんをお呼びして、どう

いったつながりがあるかを確認しまして、やはり不動産屋さんを介して今回の土地を見つけ

たということをおっしゃっておりました。 

 以上です。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 13番委員、今の説明でよろしいですか。 

○13番（百武正幸君） 

 実際の今の耕作規模と、こちらに移住をしたい、佐賀に住みたいという御意見は聞きまし

たけれども、実際、経営上、果たして合うかどうか。これを本人がやると言えば、それ以上

のことが言えないものですけれども、あとは地元委員さんあたりに農地のパトロール等をよ

ろしくお願いしたいと思います。 

○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） 

 ほかにないようですので、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この９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５号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番

号７番から15番までの９件については、申請どおり許可することに決定しました。 
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 次に、議案書24ページをお開きください。 

 

      第６号議案 買受適格証明願（耕作目的） 

            １・２ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第６号議案 買受適格証明願（耕作目的）、審議番号１番及び２番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 買受適格証明願（耕作目的）、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、願出どおり承認

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番については、願出人は、現在、約3.6haを耕作しており、願出地の近くに居

住し、周辺農地を耕作していることから、効率的に耕作できる農地と判断し、経営規模拡大

のため、願出されたものです。 

 願出地は適正に管理されており、地区農業委員の説明などから、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判断した

ものです。 

 審議番号２番については、願出人は、現在、約16haを耕作しており、願出地の近くに居住

し、周辺農地を耕作していることから、効率的に耕作できる農地と判断し、経営規模拡大の

ため、願出されたものです。 

 願出地は適正に管理されており、地区農業委員の説明などから、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判断した

ものです。 

 以上により、審議番号１番、２番については、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。 



- 34 - 

○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。26番

委員。 

○26番（山口敏勝君） 

 済みません、私も初めてで。 

 特別売却とは、どういうことでしょうか、ちょっと教えてください。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 南部調査会長。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 事務局お願いします。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いします。 

○事務局（成平 将農地係主査） 

 特別売却ですけれども、不動産競売の一つの形態ということになります。 

 一般的には、不動産競売につきましては、まず、期間入札というものが行われます。これ

がどういったものかと申しますと、競売対象の土地について、最低売却価格というものの設

定を行いまして、一定の期間内に入札をしてくださいというものです。その期間内に入札を

された方の中で、一番最高額を入札をされた方が落札をされるというものが期間入札になり

ます。 

 一方、今回の特別売却ですけれども、こちらのほうは、一般的には期間入札が不調に終

わった後に行われるものでございまして、こちらのほうは、いわば早い者勝ちでございます。

最低売却価格以上であれば、先着順で入札された方が落札をしていくというものが特別売却

ということになります。 

 以上でございます。 

○26番（山口敏勝君） 

 ありがとうございます。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 26番委員、今の説明でよろしいですか。 
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○26番（山口敏勝君） 

 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） 

 ほかにないようですので、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、願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６号議案 買受適格証明願(耕作目的）、審議番号 1 番

については、願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、願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６号議案 買受適格証明願(耕作目的）、審議番号２番

については、願出どおり承認することに決定しました。 

 次に、同じく議案書24ページをお開きください。 

 

      第６号議案 買受適格証明願（耕作目的） 

            ３ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第６号議案 買受適格証明願（耕作目的）、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） 



- 36 - 

 報告します。 

 第６号議案 買受適格証明願（耕作目的）、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、願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３番は、願出人の適格性の有無を確認するため、北部調査会において願出人の説

明を求めました。 

 願出人は、現在、福岡県久留米市で約６反、米を耕作されており、今般、経営規模拡大の

ため願出されたものです。 

 願出人に、地域との調和要件の観点から、水路清掃等への参加について確認したところ、

地元と協議し、協力しながらやっていきたいとの回答がありました。 

 なお、この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、別添の調査書のとおり、農地法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。 

 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。31番委員。 

○31番（今村旨男君） 

 この案件ですけど、買受人が３人全部、会社員となっていますね。これはどういう関係で

書いてあるんでしょうか。 

○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） 

 済みません、お願いします。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局、説明をお願いします。 

○事務局（柴田洋平農地係主事） 

 今回の願出人さんですけれども、現在、米の加工販売を行う会社に勤めておられます。そ
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この会社の従業員さんたちとなっております。この３人でこの農地を耕作していくと。 

○31番（今村旨男君） 

 ３人で共同経営という形。 

○事務局（柴田洋平農地係主事） 

 共同経営ではないですが、今後、法人化も考えていらっしゃいますけれども、とりあえず

今回はこの３人でやっていきたいということです。 

○31番（今村旨男君） 

 それと機械は全部リースになっていますもんね。これはどこから借りるのでしょうか。 

○事務局（柴田洋平農地係主事） 

 この機械については、この方たちが勤められている法人が所有されている機械です。そこ

から持ってくるということです。 

○31番（今村旨男君） 

 そして、地元と話し合いはできているわけですね。 

○事務局（柴田洋平農地係主事） 

 そうですね。もちろん、地元の農業委員さんとまず事前のお話をして、今後きちんとまた

地元の生産組合とかとも協議をしていくということで調査会のときにおっしゃっておられま

した。 

○31番（今村旨男君） 

 この管理協力者の設置が「なし」になっておるもんですから。あとは地元は別に何も関係

ないですね。大丈夫ということですね。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 はい、この方は、飼料用米をここで作られるということをお聞きしました。特に地元と協

力しますということでお話を伺っております。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 31番委員、今の報告でいいですかね。 

○31番（今村旨男君） 

 はい、わかりました。以上です。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ほかに。13番委員。 



- 38 - 

○13番（百武正幸君） 

 北部調査会の資料によりますと、農作業従事日数が３人とも150日と書いてありますけれ

ども。これは今からの従事日数でもいいんですかね。 

○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） 

 今、北部現地調査会資料の方を見られていると思います。４ページの方で、同じく４ペー

ジの左下に、現在耕作している農地とございます。こちらが今現在、久留米の方で耕作され

ている農地でして、実際に今これだけ、年間150日ほど、こちらの農地でも耕作をしている、

従事されているということです。 

○13番（百武正幸君） 

 今されているということですか。 

○事務局（柴田洋平農地係主事） 

 そうです。 

○13番（百武正幸君） 

 ３人で従事日数が150日もかかるのか、その辺はやっぱり申請人呼び出しのときにきちん

と正確にお尋ねをしていただきたいと思います。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 18番委員。 

○18番（増田 実君） 

 入札実施期間が、平成27年９月17日から９月25日という期間設定をしてあるわけですね。

先ほどの説明の中で、入札価格は最高価格で決定するということになってきたときに、必ず

この方が落札するわけですか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局、説明をお願いします。 

○事務局（古賀康生主幹兼農地係長） 

 農地を入札される場合は、農業委員会にこういった審査を上げる必要があります。現時点

ではこの方のみでございますが、来月また同じ、この農地に対して申出がなされることがあ

るかもわかりません。来月までは間に合います。 
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 以上でございます。 

○18番（増田 実君） 

 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。10番委員。 

○10番（山口 明君） 

 これの基準価格はわかりますか。 

○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） 

 3,610千円です。 

○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） 

 ほかにないようですので、質疑を終結し、これより採決いたします。 

 この案件ついて、願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６号議案 買受適格証明願(耕作目的）、審議番号３番

については、願出どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書25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）所有権移転 

            １・２・３・４ 

○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）所有権移転、審議番号１番から４番までの４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。 
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○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）所有権移転、審議番号１番から４番までの４件：

16,086㎡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４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４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４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）所有権移転、審議

番号１番から４番までの４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26ページから29ページまでをお開きください。 

 

      第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            １～17 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第８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17番までの17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８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17番までの17件 

   新規  ４件：22,740㎡ 

   更新  13件：73,225㎡ 

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17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17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17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８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17番までの17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30ページから32ページまでをお開きください。 
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      第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            18・19・20・21・22・23 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号18番から23番までの６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 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号18番から23番までの6件 

   新規  ２件：18,733㎡ 

   更新  ４件：20,742㎡ 

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。 

 ここで皆さんにお諮りいたします。 

 この６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、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８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議

番号18番から23番までの６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。 

 ここで皆さんにお諮りいたします。 

 第119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119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、本日の議事は全て終了いたしました。 

 第119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10分 閉会 


