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第128回佐賀市農業委員会農地部会議事録 

 

 日  時  平成28年５月18日(水) 午前９時26分～午前10時54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）所有権移転 

  第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

  第８号議案 土地改良事業参加資格交替申出 

５．閉 会 
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午前９時26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。早いもので熊本の地震からもう１カ月が過ぎました。 

 きのうは補正予算で7,800億円の補正予算がついたということで、熊本の復興支援に弾み

がつくのではないかと思います。農業面も大分被害があっているようです。やはり自分たち

も農業をしている中で、早い復興を願いたいと思います。 

 また、佐賀の平たん部も麦刈りが始まりました。天候も向こう１週間ぐらいは大分いいと

いう予報が出ています。機械等には十分注意して農作業を始めていただきたいと思います。 

 先ほどの局長報告のとおり、本日の出席の委員数は16名で定足数に達しておりますので、

ただいまより第128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10件、報告

第２号 農地法第３条の３届出５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10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41件、第２号議案 農地法第４条の規定による

許可申請５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

法第３条の規定による許可申請10件、第５号議案 買受適格証明願（耕作目的）１件、

第６号議案農用地利用集積計画（案）所有権移転11件、第７号議案 農用地利用集積計画

(案)利用権設定568件、第８号議案 土地改良事業参加資格交替申出６件、以上となってお

ります。 

 ここで皆さんに報告します。 

 現地調査については、南部調査会が５月10日、北部調査会が５月11日、調査会については、

南部調査会が５月12日、北部調査会が５月13日に開催したことを報告します。 

 会議に入る前にお断りします。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、本日の議事録署名人には、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、

４番委員の北村守委員、10番委員の山口明委員の両名を指名します。 

 それでは、ここで審議に入ります前に、今回、常設審議委員会に意見を求めた議案書31

ページから26ページまでの農地法第５条の規定による許可申請、審議番号３番、５番、９番
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の審議結果について、坂井会長より報告を求めます。 

○会長（坂井邦夫君） 

 では、報告します。 

 第２回常設審議委員会の報告でございます。 

 佐賀市農地法第４条の規定による意見聴取について、3,000㎡超及び1,000㎡以上3,000㎡

以下の案件につきましては、全てございません。 

 農地法第５条の規定による意見聴取について３件、3,000㎡超２件、1,000㎡以上3,000㎡

以下１件。 

 農地法第５条関係３件については、異議なしとして佐賀市農業委員会会長へ回答されました。 

 以上、報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 坂井会長、ありがとうございました。 

 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 

            ５・７ 

○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５番、７番の２件を議題とします。 

 お諮りします。 

 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31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、この案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
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お願いします。 

    〔28番大園委員 退室〕 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 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。 

 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〕 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 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５番、７番の２

件については、通知どおり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。 

    〔28番大園委員 入室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、議案書１ページから３ページまでをお開きください。 

 

      報告第１号 使用貸借解約通知 

            ５・７を除く１・２・３・４・６・８・９・10 

○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５番、７番を除く審議番号１番から10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） 
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 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５番、７番を除

く審議番号１番から10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４ページから６ページまでをお開きください。 

 

      報告第２号 農地法第３条の３届出 

            １・２・３・４・５ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 報告第２号 農地法第３条の３届出、審議番号１番から５番までの５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５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 農地法第３条の３届出、審議番号１番から５

番までの５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 

○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。 
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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、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８ページから11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・２・３・４・５・６・７・８・９・10 

○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10番までの10

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10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10番までの10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12ページから20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 

            １～37 

○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37番までの37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。 
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○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37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、

「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37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37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37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37番までの37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20ページ及び21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 

            38・39・40・41 

○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38番から41番までの４件を議題としま
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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38番から41番までについて、北部調査

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、

「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４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、これより採決します。 

 この４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38番か

ら41番までの４件については、通知どおり承認することに決定しました。 

 それでは、議案書22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 
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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

「漁家住宅の敷地拡張」の案件で、申請人は、海苔養殖業を営んでいますが、住宅の建替え

にあわせて、手狭だった敷地拡張を計画し、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

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、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。 

 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、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、申請どおり許可することに決定しました。 

 次に、議案書22ページ及び27ページをお開きください。 
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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 

            ２ 

      第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            10 

○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、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番の２件を議題とします。 

 お諮りします。 

 この２件については、一体案件として申請されておりますので、一括審議・一括採決とし、

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、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、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10番については、転用目的が「多目的広場」の農

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

決を行いました。 

 申請人である自治会の区域内には、現在、145世帯、400名が居住されていますが、高齢化

が進む中、健康増進、地域交流及び防災のための施設が必要となっており、集落のほぼ中央

に位置する申請地を、地域住民の交流の拠点となる多目的広場として利用するため、転用申

請されたものです。 

 地区農業委員の説明などから、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、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、いずれも「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
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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、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番は、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。 

 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。 

○13番（百武正幸君） 

 こちらの案件は、議案書の施設の概要に、総事業費及び資金の記載がありませんが、申請

人が自治会ということでこういう形なんでしょうか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 はい、事務局お願いします。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 

 総事業費が5,000千円未満の場合は、案件の内容にかかわらず、議案書に総事業費及び資

金の記載をしておりません。 

○事務局（古賀康生参事兼農地係長） 

 これは佐賀市独自の取り扱いというよりも、佐賀県全体の取り扱いとして、佐賀県の指導

で総事業費が5,000千円未満の場合については資金証明を求めておりません。そのため、議

案書にも総事業費及び資金の記載をしておりません。 

 以上でございます。 

○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） 

 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） 
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 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10番の２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２号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

            ３・４・５ 

○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３番から５番までの３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３番、４番については、転用

目的が「埋蔵文化財試掘（一時転用）」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、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などから、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、試掘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。 

 審議番号５番は、転用目的が「植林」の農振除外の決定を経た案件で、申請地は山林等に
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囲まれた耕作条件が悪い農地で、さらにイノシシ被害も多い場所であったことから、平成10

年頃に農地法の手続きが必要とは知らずに植林をされたもので、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、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、「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３番から５番までは、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。 

 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。 

 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、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番及び４番の２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、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。31番委員。 

○31番（今村旨男君） 

 これは以前から山林ということになっていますが、産地交付金はどうなっていますか。経

営者所得安定対策で田の場合はあるでしょう。そういうのは10年、昔全然取っていなかった

ですかね。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いします。 

○事務局（中山光副局長兼庶務係長） 

 経営所得安定対策のほうは基本的には水田に限っています。あくまでも米の生産を控える

ために、転作奨励金みたいな形でですね。経営安定対策の中では、植林については対象外と

なっているということで認識しております。 

○31番（今村旨男君） 

 それでは、別に問題ないということですね。 

○事務局（中山光副局長兼庶務係長） 

 問題ないと思います。 

○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、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、これより採決します。 

 この案件について、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） 
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 異議なしと認めます。よって、第２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、申請どおり許可することに決定しました。 

 次に、議案書24ページ及び25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 

○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４番までの４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

「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。 

 申請地は、交通の便がよく、近隣に小学校があることから、住宅地に適していると判断さ

れ、転用申請されたとのことです。 

 申請人に、申請地西側の水路について確認したところ、この水路への流出計画はないが、

申請地の護岸工事を行う際には、泥土の浚渫を行い、水路清掃にも協力していくとの回答が

ありました。 

 また、申請地に接する道路は通学路でもあるため、造成工事の際の安全性について確認し

たところ、交通安全には十分に留意するとの回答を得ました。 

 さらに、転用実施の確実性についても、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、転用面積の必要性や、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、「高速道路その他自動車専用道のインターチェンジから概ね300m以内」であ

るため、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。 
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 審議番号２番については、転用目的が「条件付分譲住宅及び宅地分譲」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、住宅地に適していると判

断され、転用申請されたとのことです。 

 申請人に、申請地及び同時利用地内の保留地について確認したところ、ごみ収集車の停車

スペースや電柱敷地として利用し、今後は申請人が管理していく旨の回答がありました。 

 また、前面道路が通学路になっていることもあり、造成工事の際の安全性について確認し

たところ、交通安全には十分に留意するとの回答を得ました。 

 さらに、転用実施の確実性についても、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

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「駐車場」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。 

 申請人は、介護保険事業所を運営していますが、利用者の増加により従業員が増えたこと

で、駐車場が手狭になっており、新たに従業員駐車場として整備するため、転用申請された

とのことです。 

 申請人に、既存の駐車場の今後の利用について尋ねたところ、現在は、利用者と従業員の

車両が混在し、縦列駐車を余儀なくされているなど、特に家族送迎車の通行に支障が出てい

ることから、今後は、利用者車両の専用駐車場としたい旨の回答がありました。 

 また、委員から、施設敷地と申請地との間の道路は、朝・夕の時間帯は特に交通量が多い

ことから、従業員の道路横断について確認したところ、従業員には申請地南側交差点の横断

歩道を必ず利用するよう、指導を徹底する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、転用目的の必要性、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。 
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 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４番については、転用目的が「分家住宅」の案件で、申請人は、現在、家族５人

で実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、農業の手伝いなどが効率よくできることから、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、「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うる」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１番から４番までは、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。 

 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、申請どおり許可することに決定しました。 
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 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。 

    〔「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。 

    〔「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、申請どおり許可することに決定しました。 

 次に、議案書25ページ及び26ページをお開きください。 
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      第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            ５・６・７・８・９ 

○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５番から９番までの５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５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、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、交通の便が良く、近隣に教育施設等があることから、住宅地に適していると判

断され、転用申請されたとのことです。 

 申請人に、申請地北側に小学校があり、北側道路が通学路にもなっており、また、地元農

業者の農作業用としても利用されているため、造成中の工事用車両の通行について確認した

ところ、警備員を配置し、通学時間帯を避けて工事を行うなど、交通安全には十分に配慮す

るとの回答を得ました。 

 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、「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６番については、転用目的が「駐車場」の農振除外の決定を経た案件で、北部調

査会において申請人説明を求めました。 

 申請人は、産業廃棄物収集運搬業を営んでおりますが、事業規模の拡大に伴い、既存の施

設敷地では手狭となり、既存の施設に隣接する申請地を駐車場として利用するため、転用申

請されたとのことです。 
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 申請人に、申請地に隣接する道路は通学路にもなっており、また、幅員が狭く、見通しも

良くないため、通行者や、この駐車場を利用する者に対して、注意喚起を促すものを駐車場

の出入り口部分に設置するよう依頼したところ、地元の自治会長と協議を行い対応する旨の

回答がありました。 

 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、「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７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５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てきたため、分家

住宅の建築を計画したところ、申請地は、実家に近く、農業の手伝いや両親の面倒を看てい

く上で最適と考え、転用申請されたものです。 

 地区農業委員の説明などから、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８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、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、近隣に小学校があり、交通の便も良いことから、住宅地に適していると判断さ

れ、転用申請されたとのことです。 

 申請人に、申請地は小学校に近いことから、造成中の工事用車両の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回答を得ました。 

 また、申請地南側にある里道の草の繁茂に対する管理について、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、住宅購入者に対しては売買契約時



- 21 - 

に説明を行うことで、問題が起きないようにする旨の回答がありました。 

 さらに、転用実施の確実性についても、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つ以上の教育施設、公共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番につきましても、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。 

 申請地は、近隣に小学校があり、閑静で良好な住環境であることから、住宅地に適してい

ると判断され、転用申請されたとのことです。 

 申請人に、雤水の排出先である東側水路の幅員が狭く、大雤の際は氾濫などが懸念される

ことから、その対策について確認したところ、雤量計算を行った上で、関係各課と協議を

行った結果、大雤の際でも既存の水路幅で対応可能との判断をもらっている旨の回答があり

ました。 

 また、転用実施の確実性についても、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、代替性や転用面積の必要性、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。 

 以上のことから、審議番号５番から９番までは、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。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 ありがとうございました。 

 それでは、これより審議番号５番について質疑に入ります。質疑ございませんか。13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 この土地利用計画図の中に、コルゲート管の内径152で南北に排水と記載がありますけれ

ども、これは宅地内に入れるんですか、それとも隣地の農地に入れるわけですか。その辺を

教えてください。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 

 このコルゲート管は宅地内に埋設します。今回の転用に伴いまして、申請地西側の耕作者

から承諾書が出されておりますが、造成工事の際は、造成中の排水が田に流出しないように

するということが、その承諾をする条件となっておりますので、コルゲート管を宅地内に埋

めて造成する計画になっております。 

 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） 

 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） 



- 23 - 

 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、審議番号７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、審議番号８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９番については、申請どおり許可することに決定しました。 

 次に、議案書28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・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、５番、６番は普通売買

の案件、審議番号２番、４番は別世帯間での贈与の案件、審議番号３番は同一世帯での贈与

の案件です。 

 なお、審議番号４番については、現在、原野化しておりますが、取得後、「耕作放棄地再

生事業」を活用し、その後、営農型発電設備を設置した“しいたけ栽培”を行う計画である

ことから、南部調査会において現地調査を行い、審議いたしました。 

 委員から、申請地の周辺農地は適正に耕作されており、この農地が復元されることは良い

こととの意見が多く出た一方で、再生事業を活用した農地への復元は理解できるものの、一

般的には申請人自らの負担によって再生すべきではないかとの意見も出されました。 

 さらに、営農型発電設備での一時転用申請の際には、南部調査会において申請人説明を求

め、耕作の継続性について確認する必要があるなどの意見が出され、審議の結果、今回の申

請については、許可相当であると判断しました。 

 その他の案件についても、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、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



- 25 - 

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29ページ、149ページ、150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 

            ７ 

      第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            499 

○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７番及び第７号議案 農用地

利用集積計画（案）利用権設定、審議番号499番を議題とします。 

 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、同一人の案件であり、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、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、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７番及び第７号議案 農用地

利用集積計画（案）利用権設定、審議番号499番は、申請人が同一の案件で、同時に申請さ

れたものであるため、一括審議・一括採決を行いました。 

 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７番は、普通売買の案件で、

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ました。 

 また、第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号499番の新規１件

4,942㎡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おり、計画

案どおり承認したものです。 

 以上のことから、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７番及び、

第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号499番は、申請及び計画案の

と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。 

 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。 
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 この２件について、申請どおり許可及び、計画案通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４号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番

号７番については申請どおり許可することに、また、第７号議案 農用地利用集積計画(案)

利用権設定、審議番号499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29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 

            ８・９・10 

○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８番から10番までの３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４号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番号８番、９番、10番は、普通売

買の案件です。 

 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、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〕 
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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。31番委員。 

○31番（今村旨男君） 

 審議番号９番、特定非営利活動法人の就労支援のための農地取得で、普通売買ということ

ですが、どういう内容ですか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 はい、事務局お願いします。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 

 こちらの案件に関する資料を北部調査会資料の12ページ及び13ページに載せております。 

 申請人は障害者支援施設を運営しておられますが、現在、施設から大体１㎞ほど離れたと

ころに、この障害者支援施設に入居されている方々の就農支援のための農園ということで、

農地を借りてハウス栽培を行っておられます。それが平成23年から今年の11月までという契

約になっておりまして、今年の11月でその農地の契約が切れてしまうので、新たな農地を探

しておられたんですけれども、施設の横にある農地の所有者と話がついたということで、今

回、申請をされているところでございます。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 31番委員、今の説明でいいですか。 

○31番（今村旨男君） 

 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） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この３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
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号８番から10番までの３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30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 

○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、願出人は、現在、約

4.8haを耕作されています。 

 この願出農地についても、経営面積に入っていることから願出されたものです。 

 なお、本案件については、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、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、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１番
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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31ページ及び32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）所有権移転 

            １・２・３・４・５・６ 

○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）所有権移転、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６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６番までの６件：

29,589㎡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６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６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。 

 次に、議案書32ページ及び33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）所有権移転 

            ７・８・９・10・11 

○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）所有権移転、審議番号７番から11番までの５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）所有権移転、審議番号７番から11番までの５件：

25,788㎡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５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、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）所有権移転、審議

番号７番から11番までの５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80、86、91、99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）利用権設定 

            194・217・248・287 

○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）利用権設定、審議番号194番、217番、248番、287

番を議題とします。 

 お諮りします。 

 この４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31条の議事参与の制限に該当しますので、一時退室し、この

４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４件を先に審議することに決定しました。 

 それでは、この４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。 

    〔28番大園委員 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７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号194番、217番、248番、287

番の 

   更新  ４件： 11,085 ㎡ 

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。 
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 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〕 

○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〕 

○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。 

 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〕 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 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）利用権設定、審議

番号194番、217番、248番、287番の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。 

 大園部会長の入室を認めます。 

    〔28番大園委員 入室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、議案書34ページから149ページまでをお開きください。 

 

      第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            194、217、248、287、443、444を除く１～495 

○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）利用権設定、審議番号194番、217番、248番、287

番と、取り下げされた443番、444番を除く、審議番号１番から495番までの489件を議題とし

ます。 
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 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）利用権設定、審議番号194番、217番、248番、287

番と、取り下げられた443番、444番を除く、審議番号１番から495番までの489件 

   新規   48件：  369,547.30 ㎡ 

   更新  441件： 2,552,827.25 ㎡ 

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489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489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489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）利用権設定、審議

番号194番、217番、248番、287番と、取り下げられた443番、444番を除く、審議番号１番か

ら495番までの489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151ページをお開きください。 

 



- 35 - 

      第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            504 

○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）利用権設定、審議番号504番を議題とします。 

 お諮りします。 

 この案件は、吉田和文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31条の議事参与の制限に該当しますので、吉田委員に一時退

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。よって、吉田委員には一時退室していただき、この案件を先に審議

することに決定しました。 

 それでは、吉田委員、退室してください。 

    〔43番吉田委員 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７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号504番の 

   新規  １件： 5,625 ㎡ 

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、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。 

 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。 
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 この案件について、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〕 

○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）利用権設定、審議

番号504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。 

 吉田委員の入室を認めます。 

    〔43番吉田委員 入室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、議案書149ページから169ページまでをお開きください。 

 

      第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            499、504を除く496～570 

○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）利用権設定、審議番号449番、504番を除く審議番

号496番から570番までの73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７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号449番、504番を除く審議番

号496番から570番までの73件、 

   新規  12件：59,403.53 ㎡ 

   更新  61件：  397,451 ㎡ 

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73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。 
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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、この73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73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）利用権設定、審議

番号499番、504番を除く審議番号496番から570番までの73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170ページをお開きください。 

 

      第８号議案 土地改良事業参加資格交替申出 

            １・２・３・４・５・６ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第８号議案 土地改良事業参加資格交替申出、審議番号１番から６番までを議題とします。 

 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８号議案 土地改良事業参加資格交替申出、審議番号１番から６番までの６件について、

南部調査会において審議したところ、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します。 
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 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、これより採決します。 

 この６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 土地改良事業参加資格交替申出、審議番号１

番から６番までについては、申出どおり承認することに決定しました。 

 第128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128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しました。 

 第128回佐賀市農業委員会農地部会を閉会します。 

 本日はどうもお疲れでございました。ありがとうございました。 

午前10時54分 閉会 
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