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第126回佐賀市農業委員会農地部会議事録 

 

 日  時  平成28年３月15日(火) 午前９時27分～午前11時26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 形状変更届 

  第３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 買受適格証明願（耕作目的） 

  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 下限面積（別段の面積）の設定について 

  第８号議案 「非農地通知」の発行について 

５．閉 会 
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午前９時27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。もうそろそろ春分の日ということでございまして、日一日、

日が長くなりました。大分過ごしやすくなりまして、いいかなと思います。また、月末ぐら

いには桜の花も咲くということで、宴会も大分あるんじゃないかなと思いますので、皆さん

体には十分注意してください。 

 それでは、先ほどの副局長報告のとおり、本日の出席委員は16名で、定足数に達しており

ますので、ただいまより第126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８件、報告第

２号 形状変更届２件、報告第３号 農地法第３条の３第１項届出９件、局長専決処分報告

第１号 農地法第４条による届出４件、局長専決処分報告第２号 農地法第５条による届出

６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26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17

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 買受適格証明

願（耕作目的）２件、第６号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定87件、第７号議

案 下限面積（別段の面積）の設定について１件、第８号議案 「非農地通知」の発行につ

いて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。 

 現地調査については、南部調査会が３月８日、北部調査会が３月９日、調査会については、

南部調査会が３月10日、北部調査会が３月11日に開催したことを報告いたします。 

 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、36番委員の伊東顯委員、38番委員の中村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。 

 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。 
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      報告第１号 使用貸借解約通知 

            １・２・３・４・５・６・７・８ 

○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８番までの８件を議題とします。 

 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、これより採決します。 

 この８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８番ま

での８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ページをお開きください。 

 

      報告第２号 形状変更届 

            １・２ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 報告第２号 形状変更届、審議番号１番及び２番の２件を議題とします。 

 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、報告第２号 形状変更届、審議番号１番及び２番の２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４ページから６ページまでをお開きください。 
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      報告第３号 農地法第３条の３第１項届出 

            １・２・３・４・５・６・７・８・９ 

○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９番までの９件を議題とし

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、これより採決します。 

 この９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、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９番までの９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７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・４ 

○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４番までの４件を

議題とします。 

 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１号 農地法第４条による届出、審議
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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。 

 次に、議案書８ページ及び９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・５・６ 

○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６番までの６件を

議題とします。 

 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、これより採決します。 

 この６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６番までの６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10ページから14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 

            １～17 

○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１番から17番までの17件を議題とします。 

 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17番までについて、南部調査

会において審議したところ、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、
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「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、通知どおり承認し、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します。 

 この17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、これより採決します。 

 この17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17番までの17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14ページから16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 

            18・19・20・21・22・23・24・25・26 

○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18番から26番までの９件を議題とします。 

 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18番から26番までについて、北部調査
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会において審議したところ、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、通知どおり承認し、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26番につきまして、ちょっとお尋ねいたします。 

 これは貸し人、借り人、どちらの理由で解約になったわけですか、その辺を。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 ちょっと私はわかりませんから、すみません、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（柴田洋平農地係主事） 

 解約の事由は、貸し人の方が現在の借り人とは別の借り人を新規に見つけたということで、

貸し人さんの理由ということになっています。 

○13番（百武正幸君） 

 貸し人さんの理由。 

○事務局（柴田洋平農地係主事） 

 はい。 

○13番（百武正幸君） 

 利用権を昨年に10年契約されて、そういうことも簡単にできるとね。はい、わかりました。 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 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） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この９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18番か

ら26番までの９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17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 

○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番を議題とします。 

 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番については、転用目的が

「一般住宅」の案件で、申請人は申請地の東側に居住していますが、自宅敷地を調査したと

ころ、敷地の一部が農地であることが判明したため、適法化したく、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、許可なく転用したことについても悪意は認められず、許可相当と判断しました。 

 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」であるため、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。 

 以上のことから、申請どおり許可相当として部会に送ることに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 
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○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１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、同じく議案書17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 

○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２番及び３番の２件を議題とし

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２番は、転用目的が「農業用

施設」の案件で、申請人は約１haを耕作されていますが、申請地は、昭和55年頃から農業用

倉庫及び農作業場として利用してきたとのことで、今般、適法化したく、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、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、「高速自動車国道その他の自動車のみの交通の用に供する道路のインター
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チェンジから概ね300ｍ以内」であり、第３種農地エの（ア）のａの（ｂ）のⅱ。 

 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番は、転用目的が「植林」の案件で、申請地は周囲が山林であるため、日当た

りが悪く、農地としての利用が困難となったため、転用申請されたものです。 

 なお、申請地の一部については、亡父が農地法の手続を経ないまま植林を行っていたもの

で、併せて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、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。 

 以上のことから、審議番号２番、３番は、申請どおり許可相当として部会に送ることに決

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。 

    〔「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） 
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 891㎡、これは田となっていますよね。交付金とかなんとかの関係は全然そういうのはな

いですかね。一部分に杉を植林してあるけど、その前は田んぼだったから、そのまま田んぼ

で交付金を受けていたとか、そこら辺の関係はどうなっていましたか。 

○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） 

 私の方も聞いておりませんので、事務局お願いいたします。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 はい、事務局。 

○事務局（中山 光副局長兼庶務係長） 

 事務局の方からですが、中山間地域の直接払いについては、田としてちゃんと管理をして

いるというのが条件になっております。今現在、現地の一部が植林されているところについて

は、中山間地域の対象から外して申請をされるということで御理解いただければと思います。 

○31番（今村旨男君） 

 わかりました、結構です。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 31番委員、今の説明でよろしいですか。 

○31番（今村旨男君） 

 はい。 

○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） 

 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
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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18ページ及び19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・６ 

○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６番までの６件を議

題とします。 

 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番については、転用目的が

「分家住宅」の農振除外の決定を経た案件で、申請人は、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、申請地は実家

に隣接し、今後、農業の手伝い等においても適していると判断し、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、周辺への

被害防除計画等について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、「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２番についても、転用目的が「分家住宅」の案件で、申請人は、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、申請地は実家に隣接し、今後、農業の手伝い等においても適していると判断し、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、周辺への

被害防除計画等について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
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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３番については、転用目的が「条件付分譲住宅」の案件であるため、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、申請地は、閑静な住宅地の中にあり、近隣に教育施設等もあるこ

とから、住宅地に適地と判断し、転用申請されたとのことです。 

 申請人に、申請地に隣接する２ヶ所の農業用倉庫内の穀物乾燥機から出る、騒音や粉塵に

対して、住宅購入者からの苦情が懸念されることから、その対応について確認したところ、

住宅購入者には、売買契約時に確実に説明を行い、あらかじめ承諾を得る旨の回答がありま

した。 

 また、同倉庫の軒下から落ちる雨水が申請地へ直接流れ込む可能性があることについて確

認したところ、同倉庫の所有者と対応を検討する旨の説明がありました。 

 さらに、転用実施の確実性について確認したところ、事業計画どおり転用事業を完了する

旨の回答を得ました。 

 その他、代替性や転用面積の必要性等について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４番については、転用目的が「建売分譲住宅」の案件であるため、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、申請地は、交通の便が良く、居住環境も良いことから、住宅地に

適地と判断し、転用申請されたとのことです。 

 申請人に、申請地から排水される東側水路の状態について確認したところ、水路には泥が

堆積し流れが悪くなっているため、護岸工事を行う際に、水路の浚渫を行い水の流れを改善

する旨の説明がありました。 

 また、集落内の道路が狭く、近隣で別の造成工事も行われていることから、工事中の車両
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通行について確認したところ、交通安全には十分に配慮するとの説明を受けました。 

 その他、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つ

いて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、「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、「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５番については、転用目的が「条件付分譲住宅」の案件であるため、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、申請地は、既存の住宅地の中にあり、住環境が良いことから、住

宅地に適地と判断し、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、事業計画どおり転用事業を完了する

旨の回答を得ました。 

 その他、代替性や転用面積の必要性、周辺への被害防除計画等について問題ないことを確

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６番については、転用目的が「農家住宅及び資材置場」の農振除外の決定を経た

案件で、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、農業の傍ら建設業を営んでいますが、現在の敷地では

農作業場が手狭であるため、申請地を農作業場として拡張し、あわせて建設資材置場として

も利用したく、転用申請されたとのことです。 

 申請人から、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

ついて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、「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。 
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 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。 

 以上のことから、審議番号１番から６番までは、申請どおり許可相当として部会に送るこ

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１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） 

 この案件ですけど、農振除外の決定とかはない土地ということでよろしいでしょうか。 

○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） 

 はい。ここは、それを踏まえてはいません。ほ場整備がなされていない農地で元々、農振

農用地ではない農地です。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 22番委員、今の説明でよろしいですか。 

○22番（秀島正和君） 
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 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） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 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、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） 

 先ほど説明がありましたが、被害防除についてですね。こちらの農家の穀物乾燥機につい

てですが、共同乾燥ですか。 

○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） 

 この地区は、共同乾燥施設がないところで、各農家で個別に乾燥機を据えておられます。

それが近くに２ヶ所あったもので、そのことがちょっと懸念されたものですから、一応、申

請者にお尋ねをして、こちらでも確認したということです。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 26番委員。 

○26番（山口敏勝君） 

 北部調査会でも前にこういうことがありました。それで、やっぱりこういうふうにして農

家の立場になって、そういう防音装置とか防塵とかいろいろあります。やっぱりこれは私た

ち農家にとっては大事な問題であります。もしそこに住宅がないままだったら、何も防除措

置もなく平々凡々にできますけど、住宅が開発されたおかげで、農家は設備投資をしなけれ
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ばならないですね。そばにそういう住宅地があったら、絶対に防火壁とか防塵対策というこ

ともしなければいけませんので、農業委員会としても、ある程度農家の味方になって、こう

いうことにも中に入って、しっかり確認していきたいと思います。 

 それで、ここは麦も耕作しているわけでしょう。 

○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） 

 いや、麦は作っておられません。 

○26番（山口敏勝君） 

 それなら、少し緩和されますね。ただ、米だけということで。やっぱり麦があると春も乾

燥機を回すからですね。やっぱり期間が長いからですね。 

○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） 

 関連して。本当にありがとうございます。現場で各委員さんも見られたように新しく建て

られる住宅と乾燥機との距離が短かったものですから、皆さんも心配されていましたけれど

も、一応農家と転用事業者さんには、このことで、後のトラブルがないようにということで

確認はしております。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 今後も、こういう案件は結構出てくると思います。その中で、申請人の方にもこのような

課題への対応をしてもらうようにお願いしていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願

いいたします。 

○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、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、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。 

 次に、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。 

    〔「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
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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20ページから23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 

             ７～17 

○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７番から17番までの11件を議

題とします。 

 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７番、８番については、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、住環境が良く、交通の便も良いことから住宅地に適し

ていると判断し、転用申請されたとのことです。 

 申請人に、転用実施の確実性について確認したところ、事業計画どおりに転用事業を完了

する旨の回答を得ました。 

 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）。 

 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。 
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 審議番号９番は、転用目的が「条件付分譲住宅」の案件であるため、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、住環境が良く、交通の便も良いことから、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、転用実施の確実性について確認したところ、事業計画どおりに転用事業を完了

する旨の回答を得ました。 

 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）。 

 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番は、転用目的が「分家住宅」の農振除外の決定を経た案件で、申請人は、現

在、実家に居住していますが、妻の祖父母が高齢となっているため、分家住宅の建築を計画

したところ、申請地は、妻の祖父母の家に近く、今後、農業の手伝いなどを行う上で、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

被害防除計画等について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、「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11番は、転用目的が「一般住宅」の案件で、申請人は、現在、市外に母と住んで

いますが、今後は親類の近くに住むことを希望し、住宅建築を計画したところ、申請地は、閑

静な集落内でもあり、住環境も整ってい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などから、転用実施の確実性、転用面積の必要性、周辺への被害防除

計画等について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
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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12番、13番については、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、小学校や医療施設に近く、交通の便も良いことから、

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、本転用に伴い、既設の農業用水の引込み管が使用中止になることにより、周辺

農地への影響がないかを確認したところ、関係土地改良区との協議が済んでいるので問題な

いと考えているが、再度、地元生産組合や関係土地改良区との調整を図り、周辺農地の営農

に支障がないようにする旨の回答がありました。 

 その他、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、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、3000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）。 

 3001番１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以上の教育施設、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、3000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）。 

 3001番１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14番、15番については、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、小学校に近く、閑静で良好な住環境であることから、

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、転用実施の確実性について確認したところ、事業計画どおりに転用事業を完了
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する旨の回答を得ました。 

 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16番は、転用目的が「一般住宅」の案件、審議番号17番は、転用目的が「駐車場」

の案件であるため、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。 

 なお、この２件については、一体的に造成されるため、一括審議・一括採決を行いました。 

 審議番号16番については、申請人は、現在、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、住宅建築を計画したところ、申請地は、実家に近く、将来、母親の面倒

を看ることができるため、住宅地として適地と判断し、転用申請されたものです。 

 また、審議番号17番は、申請人の説明によると、申請人は、現在、市民活動団体の代表を

務めていますが、団体の行事の際には駐車場が不足し、支障をきたしているため、新たに駐

車場を整備したく、転用申請されたとのことです。 

 申請人に、申請地西側水路との境界部分に工作物などの設置はしないかを確認したところ、

既存の法面を利用した造成を行う計画であるが、施工の段階で崩壊などのおそれがある場合

については、法面補強などの適切な処置を行う旨の説明を受けました。 

 その他、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、許可相当と判断したものです。 

 農地区分は、いずれの案件も「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。 

 以上のことから、審議番号７番から17番までは、申請どおり許可相当として部会に送るこ

とに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 
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○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番及び８番の２件について

は、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７番及び８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９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
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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。 

 次に、審議番号10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、審議番号11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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 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12番及び13番の２件について

は、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。 
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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12番及び13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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 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14番及び15番の２件について

は、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。13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 29ページの図面で、破線の分が畦畔だと思います。農地の残り方ですね。これはあくまで

も開発者側だけの論理でこういう形状で開発されるんじゃないかなと思います。地主さんは

承諾をされてはいるでしょうけれども、果たしてこういう形状での開発、後の農地の使い勝

手などが悪くなると思いますが、申請人さんに対してその辺のことを北部調査会で質問され

てありましたらお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 農地は半端な残り方をしますが、その北側の部分と東側部分については、他の業者が農地

を取得し、老人ホームか何かをつくる予定になっているとのことでした。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 13番委員。 
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○13番（百武正幸君） 

 ああ、そういうふうになっているわけですね。 

 それに関連して、図面自体が他の図面から見るとちょっと簡素化されて、一応下水が入っ

て、生活排水は下水で処理するようにはなっておりますけれども、雨水排水は道路側溝だけ

で大丈夫なのか。 

 それと、図面上、東側に水路がありますが、今後、北側も開発されるのであれば、この水

路の今後の排水機能に問題ないのか、その辺、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 その辺のことはちょっと私ではわかりませんので、事務局お願いいたします。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いいたします。 

○事務局（柴田洋平農地係主事） 

 まず、道路側溝で足りるかという御質問でしたけれども、開発に当たっては、もちろん建

築指導課の指導のもとに、こういう計画を立てておられ、地元の自治会長、生産組合長さん

もこの計画には任意での排水同意書という形で賛成をしておられます。 

 東側の水路が今後開発されることで、これで大丈夫かということですけれども、その点も

次の申請の際にはきちんと関係各課と協議をして、大丈夫ということを確認した上で申請し

てくださいということを、申請に来られた際に申請人へお話したいと思っております。 

 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） 

 はい。 

○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） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 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
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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14番及び15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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 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16番及び17番の２件について

は、一体的に造成される計画となっています。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。27番委員。 

○27番（志津田和己君） 

 審議番号17番のところですけれども、転用目的が駐車場の766㎡となっており、市民活動

団体の行事等で利用ということになっておりますが、よろしかったら、この辺の部分をもう

少し詳しく御説明いただけないでしょうか。 

○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） 

 申請地南側に活動団体の施設がございまして、その方達が年に数回、コンサートとかされ

ているとのことで、その折に駐車場が足りないので、ここを駐車場にするということで、あ

とは事務局でわかりましたらお願いいたします 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いします。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 

 本日お配りしております北部調査会資料、こちらの16ページに市民活動団体の内容につい

て記載をさせていただいておりますので、よろしくお願いします。 
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○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ね。 

○27番（志津田和己君） 

 わかりました。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 他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） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 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16番及び17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24ページをお開きください。 

 

      第４号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            １・２・３・４・５ 

○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５番までの５件を議

題とします。 

 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、３番は普通売買の案件、

審議番号２番は、競売落札の案件、審議番号４番、５番は、同一世帯での使用貸借の案件です。 

 各案件については、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
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利用すること、機械、労働力、技術、地域との関係等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、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、申請どおり許可相当として、部会に送ること

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します。 

 この５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５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、これより採決します。 

 この５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５番までの５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24ページから26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 

            ６・７・８・９・10・11・12・13 

○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６番から13番までの８件を議

題とします。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 
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○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６番、９番、10番は、普通売

買の案件、審議番号７番、８番、12番は、同一世帯での使用貸借の案件、審議番号11番は、

別世帯間での使用貸借の案件、審議番号13番は、別世帯間の贈与の案件です。 

 なお、審議番号６番につきましては、「遠距離通作」の案件であるため、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、申請人は現在、久留米市で約６反、申請地の周辺で約３反の米を

耕作されていますが、今般、経営規模拡大のため、佐賀市内で農地を探していたところ、現

在の耕作地の周辺で適地が見つかったため、申請されたものです。 

 申請人に、今後、申請地を耕作し続ける意思があるかについて確認したところ、農業後継

者もおり、将来にわたって耕作を続けていく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、現在、申請地の地元生産組合に加入し、

公役等にも参加しているが、今後も引き続き地域と調和した営農に努めていきたいとの説明

を受けました。 

 なお、各案件については、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、地域との関係等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、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、申請どおり許可相当として部会に送る

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します。 

 この８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８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。38番委員。 



- 31 - 

○38番（中村 明君） 

 ６番ですが、近隣の農家の人で、誰か買う人はいなかったのでしょうか。 

○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） 

 その辺までは聞いておりませんけど、譲受人が近くの方と農地の新たな取得についてお話

しされたら、私が売ってもいいよというようなことを言われたので、話がまとまったという

ことを聞いております。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 38番委員、今の説明、よろしいですか。 

○38番（中村 明君） 

 はい、わかりました。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 他にございませんか。13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 同じく６番について、この方の年齢、先ほど後継者もおられるということでしたけれども、

実際本当に作業をされるのか。また残りの耕作面積自体が9,300㎡ぐらいですけれども、何

を作っておられるのか、その辺、よかったら、わかる範囲内で結構ですので。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 

 今現在、９反のうち、何を作っておられるかということですが、ほとんどが米を耕作され

ているということで、畑を若干お持ちですけど、そちらについては野菜を作られているとい

うことをお聞きしています。（「何歳ですか」と呼ぶ者あり） 

 申請人の年齢は75歳です。後継者はお子さんですけれども、いらっしゃるということをお

聞きしています。 

○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） 
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 はい。 

○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） 

 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、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６番から13番までの８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27ページ及び48ページをお開きください。 

 

      第５号議案 買受適格証明願（耕作目的） 

            １ 

      第６号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            86 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第５号議案 買受適格証明願（耕作目的）、審議番号１番及び、第６号議案 農用地利用

集積計画（案）利用権設定、審議番号86番を議題とします。 

 ここで皆さんにお諮りいたします。 

 この２件については、願出人が同一の「新規就農」の案件であり、同時に願出されたもので

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５号議案 買受適格証明願（耕作目的）、審議番号１番及び、第６号議案 農用地利用

集積計画（案）利用権設定、審議番号86番については、願出人が同一の「新規就農」の案件

で、同時に願出されたものであるため、一括審議・一括採決とし、北部調査会において願出

人説明を求めました。 

 願出人の説明によると、願出人は、建設業及び宅建業を営んでいますが、これまでに親戚

の農作業を手伝う等、かねてから農業に関心を持っているため、今回、新たに農業を始めた

いと考え、願出されたとのことです。 

 また、今後の営農計画について確認したところ、買受適格証明願の願出地では米、麦、野

菜を、利用権設定の申出地では野菜を栽培する計画で、労働力については、本人の他、兼業

で農業を行っている従業員とともに農業に従事し、取得後は、効率的に耕作を続けていきた

いとの回答を得ました。 

 その他、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

力者からの支援を受けながら、営農に努めていきたいとの説明を受けました。 

 以上により、第５号議案 買受適格証明願（耕作目的）、審議番号１番の願出地は効率的

に利用されており、地区農業委員の説明等から、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、地域との関係等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、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、願出どおり承認し、また、第６号議案 農用地利用集積

計画（案）利用権設定、審議番号86番の更新3,236㎡については、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いるため、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。31番委員。 

○31番（今村旨男君） 

 この人は新規就農ということで、大変いいことですけど、ところで、農機具関係なんか

持ってあるのですか。 
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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） 

 北部調査会資料の17ページをお開きください。ここに願出人の営農計画書があります。 

○31番（今村旨男君） 

 トラクターを持っておられますね。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 はい、トラクターと田植え機、コンバイン等お持ちのようです。それから草刈り機とか。 

○31番（今村旨男君） 

 いろいろ持っておられるんですね。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 はい。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 31番委員、今の説明でよろしいですか。 

○31番（今村旨男君） 

 はい、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） 

 他にございませんか。38番委員。 

○38番（中村 明君） 

 今、17ページの計画書を見ていたら、３人、これは従業員さんでしょうね、農業に従事さ

れるということにしてありますが、何を作って、この３人に給料を払っていけるんでしょうか。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 その辺は、他の建設業とかもされているようですので、その辺で人手が余ったときにお手

伝いをしてもらうというようなことで書かれていると思います。日数がちょっと多いですよね。 

○38番（中村 明君） 

 これは農業の専従として中に入るんじゃないですか。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 ちょっと行って見たりするのも１日のうちに入っていると思います。 

○38番（中村 明君） 
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 結果的に農家で収入を上げて、この人達にやろうと思ってあるんでしょうけど。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局、その辺わかりましたらよろしくお願いします。 

○事務局（古賀康生主幹兼農地係長） 

 この願出人さんとは願出をなされたときに私もお会いしてお話を聞きました。従業員さん

を抱えておられて、特に雨の日とかで通常の建設業ができないときに農業従事をしてもらう

ということをおっしゃっておられました。 

○38番（中村 明君） 

 雨の日だったら農業にも従事できないんじゃないですか。 

○事務局（古賀康生主幹兼農地係長） 

 そのように言われておりましたので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 38番委員、今の事務局の説明よろしいですか。 

○38番（中村 明君） 

 はい、わかりました。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 他にございませんか。 

○31番（今村旨男君） 

 農業は、今までずっとしておられたんじゃないですか。 

○38番（中村 明君） 

 してないということでしょう。 

○13番（百武正幸君） 

 してはないでしょう。 

○31番（今村旨男君） 

 でも、これだけ道具がそろっているということだから。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 はい、事務局。 

○事務局（古賀康生主幹兼農地係長） 
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 本人さんからの申し出によると、もともと実家が農家をされていて、小さいときは農業の

手伝いをされていたりして、自分の方は建設業に移ったけれども、この機に農業の方も行い

たい、半分は農業をしていきたいということで願出をされております。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 他にございませんか。26番委員。 

○26番（山口敏勝君） 

 北部調査会でも言いましたが、願出人は年齢が67歳、私達と同じ団塊の世代ですね。やっ

ぱり団塊の世代でも、農業をまだやれるということを示して、自分も一生懸命やるというこ

とでした。それで、私達も頑張ってくださいというエールを送りました。 

 以上です。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 26番委員ありがとうございます。 

 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） 

 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、申請どおり許可及び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 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、また、第６号議案 農用地利用集積計画（案）利

用権設定、審議番号86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。 

 次に、議案書27ページをお開きください。 

 

      第５号議案 買受適格証明願（耕作目的） 

            ２ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第５号議案 買受適格証明願（耕作目的）、審議番号２番を議題とします。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 
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○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 第５号議案 買受適格証明願（耕作目的）、審議番号２番について、願出人は、現在、約

3.5haを耕作していますが、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

率的に耕作できると判断し、経営規模拡大のために願出されたものです。 

 地区農業委員の説明等から、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、地域との関係等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、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、願出どおり承認し、部会に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５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、議案書32ページ及び36ページをお開きください。 

 

      第６号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            20・35 

○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20番及び35番の２件を議題

とします。 

 ここで皆さんにお諮りします。 
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 この２件については、私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、一時退室し、この

２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。よって、一時退室し、この２件を先に審議することに決定しました。 

 それでは、この２件の議事進行を北部調査会長にお願いしたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

    〔大園部会長 退室〕 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 それでは、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20番、35番の更新２件、 

   更新  ２件：19,940㎡ 

について、南部調査会において審議したところ、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、計画案どおり承認し、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。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 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〕 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 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〕 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 
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 この２件について、計画案どおりに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〕 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 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20番及び35番の２件については、計画案どおりに承認することに決定しました。 

 大園部会長の入室を認めます。 

    〔大園部会長 入室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、議案書28ページから40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 

            20・35を除く１～55 

○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20番及び35番を除く、審議

番号１番から55番までの53件を議題とします。 

 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20番、35番を除く、審議番

号１番から55番までの53件、 

   新規  11件： 56,938㎡ 

   更新  42件：213,537㎡ 

について、南部調査会において審議したところ、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、計画案どおり承認し、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します。 

 この53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。 



- 40 - 

    〔「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53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、これより採決します。 

 この53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20番及び35番を除く、審議番号１番から55番までの53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40ページをお開きください。 

 

      第６号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            56 

○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56番を議題とします。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この案件は、秀島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、秀島委員に一時退

室いただき、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、秀島委員には一時退室いただき、この案件を先に審議する

ことに決定しました。 

 それでは、秀島委員、退室してください。 

    〔22番秀島委員 退室〕 
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○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６号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号56番の 

   新規  １件：10,373㎡ 

について、北部調査会において審議したところ、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、計画案どおり承認し、部会に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６号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議

番号56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。 

 秀島委員の入室を認めます。 

    〔22番秀島委員 入室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、議案書48ページをお開きください。 

 

      第６号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            87 

○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87番を議題とします。 
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 ここで皆さんにお諮りします。 

 この案件は、山口敏勝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、山口委員に一時退

室いただき、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、山口委員には一時退室いただき、この案件をさきに審議す

ることに決定しました。 

 それでは、山口委員退室してください。 

    〔26番山口委員 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６号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号87番の 

   更新  １件：5,201㎡ 

について、北部調査会において審議したところ、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、計画案どおり承認し、部会に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６号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議
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番号87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。 

 山口委員の入室を認めます。 

    〔26番山口委員 入室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、議案書40ページから48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 

            57～85 

○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57番から85番までの29件を

議題とします。 

 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57番から85番までの29件、 

   新規  13件：48,575㎡ 

   更新  16件：80,584㎡ 

について、北部調査会において審議したところ、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、計画案どおり承認し、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します。 

 この29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29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、これより採決します。 

 この29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57番から85番までの29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ページをお開きください。 

 

      第７号議案 下限面積（別段の面積）の設定について 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第７号議案 下限面積（別段の面積）の設定についてを議題とします。 

 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 下限面積（別段の面積）の設定については、農地法施行規則第17条の規定に

基づき、農業委員会が別段で決定することができることになっており、また、国からの通知

である「農業委員会の適正な事務実施について」において、農業委員会は、毎年、下限面積

の検討を行うこととなっているため、本市においても、市内のＪＡ及び庁内関係各課の意見

などを踏まえた上で、農業委員研修会を行い、先進事例を参考に検討が重ねられてきたとこ

ろです。 

 南部調査会の審議に当たっては、委員から、南部地区の平たん地域の農業については、土

地利用型による担い手への利用集積が進んでいるため、下限面積は現行どおりの50アールで

よいが、耕作条件の悪い中山間地域内の農地については、耕作放棄地が多く存在しているた

め、耕作放棄地対策のために、現在の三瀬村の30アールに合わせるべきではないかとの意見

が出されました。 

 また、空き家に付随した農地については、定住対策として、取得しやすくすることが重要

であり、耕作放棄地の発生防止や新たな担い手を確保するためにも、下限面積の引き下げは

必要ではないかとの意見が多く出されました。 
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 そのほか、今後は平坦地域においても空き家が増加している状況にあり、今後は、それに

付随する農地の取り扱いについても検討してみてはどうかなどの意見が出されました。 

 さらに、農業経営基盤強化促進法における利用権設定等については、下限面積の運用を10

アールとしており、これにより新規就農者の参入等に一定の成果が上がっていることから、

今後も継続するべきであるとの結論に至りました。 

 以上の意見を踏まえ、南部調査会の審議の結果、原案どおり、下限面積（別段の面積）に

ついては50アールとし、ただし、大和町松梅地区及び八反原地区、富士町については、三瀬

村に営農条件が類似していることから、三瀬村と同じく30アールとすることとなりました。 

 また、「佐賀市空き家バンク制度要綱」に基づく北部山間地域における空き家に付随する

農地に限っては、空き家とセットとした売却または購入希望者も多く、付随する農地が100

㎡未満の農地も点在していることから、１㎡とすることと決定し、部会へ送ることにしたも

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７号議案 下限面積（別段の面積）の設定については、農地法施行規則第17条の規定に

基づき、農業委員会が別段で決定することができることになっており、また、国からの通知

である「農業委員会の適正な事務実施について」において、農業委員会は、毎年、下限面積

の検討を行うこととなっているため、本市においても、市内のＪＡ及び庁内関係各課の意見

等を踏まえた上で、農業委員研修会を行い、先進事例を参考に検討が重ねられてきたところ

です。 

 北部調査会の審議に当たっては、委員から、北部中山間地区の農業については、経営面積

が小さく、高齢化も進んでいることから、営農状況が類似している大和町松梅地区及び八反

原地区、富士町については、三瀬村の30アールに合わせるべきではないかとの意見が出され

ました。 

 また、北部中山間地域は空き家が多数存在し、付随した狭小な農地と同時に、売却または
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購入したいとの要望があるため、市が施策としてすすめている定住対策に併せて、下限面積

を大幅に引き下げることが必要ではないかとの意見が多く出されました。 

 なお、平坦地域においては、土地利用型による経営面積の大きい農業者が多いことから、

現行の50アールのままでもよいのではないかとの意見が出されました。 

 さらに、農業経営基盤強化促進法における利用権設定等については、下限面積の運用を10

アールとしており、これにより、新規就農者の参入などに一定の成果が上がっていることか

ら、今後も継続するべきであるとの結論に至りました。 

 以上の意見を踏まえ、北部調査会の審議の結果、原案どおり、下限面積（別段の面積）に

ついては50アールとし、ただし、大和町松梅地区及び八反原地区、富士町については、三瀬

村に営農条件が類似していることから、三瀬村と同じく30アールとすることとなりました。 

 また、「佐賀市空き家バンク制度要綱」に基づく北部山間地域における空き家に付随する

農地に限っては、空き家とセットとした売却または購入希望者も多く、付随する農地が100

㎡未満の農地も点在していることから、１㎡とすることと決定し、部会へ送ることにしたも

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。27番委員。 

○27番（志津田和己君） 

 私の意見としては、基本的には原案のとおり賛成です。それで、今後はやっぱり空き家バ

ンク制度の周知や取り組み等につきましては、この辺を特に強化していく必要があるんじゃ

なかろうかと思います。 

 今後は、現実を直視しながら、随時委員の皆様方と意見を交換しながら、より良い方向に

進めばいいんじゃなかろうかと思いますが、いかがでしょうか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 先ほど、27番委員からはいろんな課題等々も言われましたけれども、今後、随時検討をし

ていくということで、皆さん御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 ほかにございませんか。18番委員。 

○18番（増田 実君） 
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 北部地区につきましては、農家の高齢化と面積的な条件で、今後の農業経営が厳しい面が

あります。今回、北部の他の類似する地区の下限面積は下げられていませんが、どうしても

そういったところが高齢化とともに耕作放棄とかそういったことが出やすいというようなこ

ともありますので、やはり実態に合った形での下限面積を今後、検討していくべきだと思い

ます。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 わかりました。今後、いろいろ勉強会をして検討していきたいと思います。 

 ほかにございませんか。24番委員。 

○24番（江口善己君） 

 お二人から御意見が出ましたので、私も大体意見としては同様でございますけれども、農

地の適正管理と空き家対策というのは喫緊の課題でございます。これをどうするかというこ

とですけれども、両調査会長がお述べになりましたとおり、課題がいろいろあるわけでござ

いますけれども、この空き家対策というのは、何も中山間地だけではなくて、もう現在は平

坦部でもこのようなことはいっぱい起きているわけでございます。 

 したがいまして、定住対策という一環からしても、お二人お述べになりましたけれども、

ぜひこのことについては前向きにひとつ考えるべきじゃないかと、このように思います。 

 以上でございます。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 どうも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。 

 この案件について、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７号議案 下限面積（別段の面積）の設定について 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50ページをお開きください。 
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      第８号議案 「非農地通知」の発行について 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第８号議案 「非農地通知」の発行について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 非農地通知の発行については、国からの通知である「農地法の運用について」

の中で、「守るべき農地」の明確化が示されており、このことについて農業委員会として、

森林原野化した荒廃農地の現地調査を行い、先進事例を参考にしながら、農業委員研修会を

開催し、慎重に検討が重ねられてきたところです。 

 南部調査会の審議に当たっては、委員から平坦地域においては、いくらかの荒廃農地は見

受けられるものの、周辺農地は適正に耕作されており、非農地通知の発行の対象とすべきで

はないとの意見が多く出された一方で、中山間地域においては、既に森林原野化した荒廃農

地が多く存在しており、農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難である農地に

ついては、農地と非農地の区分を明確にする意味での「非農地通知」の発行は重要であると

の意見もございました。 

 また、この非農地通知の発行が、今後の乱開発につながらないかとの意見も出されました。 

 以上の意見を踏まえ、南部調査会の審議の結果、本市における「守るべき農地」を明確に

し、農地の適正な管理を行うためには、現に荒廃し森林原野化した中山間地域内の農地に対

し、「非農地通知」を発行することは必要であるとし、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。 

 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８号議案 非農地通知の発行については、国からの通知である「農地法の運用について」

の中で、「守るべき農地」の明確化が示されており、このことについて農業委員会として、

森林原野化した荒廃農地の現地調査を行い、先進事例を参考にしながら、農業委員研修会を
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開催し、慎重に検討が重ねられてきたところです。 

 北部調査会の審議に当たって、委員から中山間地域においては、周辺が一体的に森林原野

化した荒廃農地が多く存在しており、立ち入ることが困難な農地や、復元することが著しく

困難な農地については、明確に「守るべき農地」と区分するために、「非農地通知」の発行

は重要であるとの意見が出された一方、平坦地域においても、いくらかの荒廃農地は見受け

られるものの、復元することができれば、効率的な耕作が可能である農地もあり、非農地通

知の発行の対象とすべきではないとの意見もありました。 

 また、この非農地通知の発行については、ゾーン設定で行うべきではあるが、地域の農業

者との調整を図る意味から、荒廃農地の隣接農地所有者等からの意見を聴くべきではないか

との意見のほか、非農地か否かの判断を行うために、農業委員会として一律の判断基準を作

るべきではないかとの意見も出されました。 

 以上の意見をふまえ、北部調査会の審議の結果、本市における「守るべき農地」を明確に

し、農地の適正な管理を行うためには、現に荒廃し森林原野化した中山間地域内の農地に対

し、「非農地通知」を発行することは必要であるとし、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。27番委員。 

○27番（志津田和己君） 

 原案のとおり私もこれには賛成でございます。特に、所有者の申し出等を尊重しながら、

ただ、乱発行にならないように、地域との話し合いがやっぱり一番大切じゃなかろうかと思

いますし、発行した後に、近隣や地域の中でトラブル等が発生したら、せっかくよりよい方

向に持っていこうと思っても、それがかえってあだになることもあるかと思いますので、地

域の中でそういうトラブルがないように、よりよい方向に持っていくことが大切じゃなかろ

うかと思います。原案については賛成でございます。 

○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。24番委員。 

○24番（江口善己君） 
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 ここにございますように、既に森林原野化した農地で今後、農業的利用を図るための条件

整備が計画されていない土地に対しては農地に該当しないから、非農地通知を発行するとの

記載をしてございますけれども、これは、要を得た施策だと思います。 

 これに似たのが、私は土地改良のグループからここに出席させていただいていますけれど

も、土地改良区でも、いろいろ事情はおありですけれども、賦課金をお支払いにならない人

がいます。不能欠損するとなると、土地改良区では総代会に報告しなきゃならない。 

 しかし、不納欠損を怠ると、どんどん滞納額が増えていって、結果としては徴収率が下

がってくる。同じことが行政でも言われております。 

 県とかの指導によると、適正に調査して納付が難しいものについては不能欠損をするよう

に言われております。 

 このことは、農地についても同じことで、非常に農地として復元することが難しいという

ものについては、放置しますと、耕作できない農地が多くなって、結果としては耕作放棄地

の占める率が高くなるということですから、適切に処理するためにも、この非農地通知を行

うことはあるべき姿ではないかと、このように思います。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございます。 

 いろいろ課題もありますけど、今後、いろんな勉強会をやって、トラブル等がないように、

また、乱開発のないように、農業委員会としても目を配っていきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 ほかにございませんか。26番委員。 

○26番（山口敏勝君） 

 この非農地通知は、我々が住んでいる北部山村地域にその対象のほとんどがあると思いま

す。今、山の現状は、中山間地域の交付金事業で山の農業も守っていただいております。た

だ、この非農地通知の対象になると思われる農地は、70歳を過ぎた方が経営移譲して、減反

対策で車の行かないところとか、ちょっと不便なところを減反の対象農地にして、そのまま

森林原野化していったものだと思います。 

 経営移譲を行って、その農地面積が非農地としてカウントされたら、農業者年金が減額に

なりはしないだろうかという危惧はあります。その辺が私たちは一番心配です。 

 山が乱開発されることは、今はもう全然あっておりません。ただ、経営移譲をしたところ
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で、その非農地分の面積が減ったら当然、経営面積も減るわけだから、年金の減額がどうい

うふうになるのか危惧しています。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 いろいろとありがとうございました。 

 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、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８号議案 「非農地通知」の発行について 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します。 

 第126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126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126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26分 閉会 


