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第129回佐賀市農業委員会農地部会議事録 

 

 日  時  平成28年６月17日(金) 午前９時28分～午前11時24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 

  第９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外） 

  第10号議案 農振法第10条の規定による変更申出 

  第11号議案 農振除外決定後の事業計画変更申出 

  第12号議案 農振法第13条の規定による変更申出（編入） 

  第13号議案 「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」

（案）に対する意見の決定について 

  第14号議案 平成27年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

（案：再掲） 
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  第15号議案 平成28年度の目標及びその達成に向けた活動計画 

        （案：再掲） 

５．閉 会 
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午前９時28分 開会 

○農地部会長（大園敏明君） 

 皆さんおはようございます。 

 佐賀の平坦部も、もうほとんどというほど水が張られ、田植えの準備が整ったようでござ

います。その中で、なかなか後継者不足ということで、田んぼの農作業なんかスムーズにい

かないかなと思うところもございます。どこも一緒と思いますけど、高齢者が農作業をする

に当たって、農業機械に対しては十分注意を払って農作業をしていただきたいと思います。 

 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、ただいまから第129回佐賀市農業委員会農地部会を開会します。 

 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 農

地法第３条の３届出１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４件、議案としては、第１号議案 農地

法第18条合意解約通知22件、第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請１件、第

３号議案 農地法第５条の規定による許可申請13件、第４号議案 農地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12件、第６号議

案 買受適格証明願（耕作目的）１件、第７号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移

転９件、第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定147件、第９号議案 農振法第

13条の規定による変更申出（除外）22件、第10号議案 農振法第10条の規定による変更申出

13件、第11号議案 農振除外決定後の事業計画変更申出１件、第12号議案 農振法第13条の

規定による変更申出（編入）29件、第13号議案 「農業経営基盤の強化の促進に関する基本

的な構想」（案）に対する意見の決定について１件、第14号議案 平成27年度の目標及びそ

の達成に向けた活動の点検・評価（案：再掲）１件、第15号議案 平成28年度の目標及びそ

の達成に向けた活動計画（案：再掲）１件、以上となっております。 

 ここで皆さんに報告します。 

 現地調査については、南部が６月３日、北部が６月６日、調査会については、南部が６月

７日、北部が６月８日に開催したことを報告します。 

 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、マナーモードにしてください。 
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 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、

18番委員の増田実委員、22番委員の秀島正和委員の両名を指名します。 

 それでは、今回「常設審議委員会」に意見を求めた議案書15ページの農地法第５条の規定

による許可申請、審議番号８番、９番の審議結果について、坂井会長より報告をお願いしま

す。 

○会長（坂井邦夫君） 

 報告いたします。 

 第３回常設審議委員会の報告。 

 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、いずれもございません。 

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

以下、ありません。 

 農地法第５条関係１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。 

 議案書１ページ及び２ページをお開きください。 

 

      報告第１号 使用貸借解約通知 

            １・２・３・４・５・６・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。 
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    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、報告第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 農地法第３条の３届出 

            １ 

○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。 

 この案件について、届出どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

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

ては、届出どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書４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） 



- 6 - 

 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

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５ページ及び６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。 

 次に、議案書７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 

            １～20 

○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20番までの20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１号議案 農地法第18条合意解約通知 審議番号１番から20番までについて、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20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20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20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20番までの20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、同じく議案書11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 

            21・22 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 第１号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号21番、22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１号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号21番、22番について、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２件については、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この２件について、一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この２件について、通知どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第１号議案 農地法第18条合意解約通知、審議番号21番、

22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。 

 それでは、議案書12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

「営農型発電設備」の一時転用案件であるため、調査会において申請人説明を求めました。 

 申請人は農業を営んでいますが、申請地の周囲に高い建物等がなく、売電収入を得ること

で安定的な農業経営を図ることができることから申請されたとのことです。 

 申請人に、下部農地での耕作について確認したところ、営農計画書どおり“シイタケ”を

栽培するとのことで、シイタケは日光を必要としないため、太陽光パネルと寒冷紗による遮

光や通風等を行い、栽培環境を適切に保ち、収量を上げていきたいとのことでした。 

 また、地域との調和についても大切にしていきたい旨の回答を得ました。 

 さらに、事業計画の確実性等についても、事業計画どおりに実施し、毎年の収量報告書の

提出や３年後の更新手続きについても確実に行っていくとの説明を受けました。 

 その他、代替性や転用面積等の必要性、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、「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。 

 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。26番委員。 

○26番（山口敏勝君） 

 意見ですが、このような、上に太陽光パネルを設置し、下でシイタケ栽培をする営農方法

については、山間部にシイタケの原木がいっぱいあるため、北部の農業振興の参考となると
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思うので、今回の転用計画の設備等が完成すれば見学させてもらいたいと思ったところです。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 はい、わかりました。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13ページ及び14ページをお開きください。 

 

      第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            １・２・３・４・５ 

○農地部会長（大園敏明君） 

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

題とします。 

 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、委員による現地調査を行い、調査会において申請人

説明を求めました。 

 申請地は、病院等に近く、交通の便も良いことから住宅地に適していると判断し、申請さ

れたとのことです。 

 申請人に、申請地東側及び南側の水路について確認したところ、板柵護岸を設置する際に、

併せて泥土の浚渫を行い、南側水路については、管理用通路を整備する等、今後の管理が容

易となるように、地元と対応を協議するとの回答を得ました。 
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 さらに、転用実施の確実性についても、事業計画どおり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。 

 審議番号２番については、転用目的が「漁業用施設」の案件であるため、委員による現地

調査を行い、調査会において申請人説明を求めました。 

 申請人は、海苔養殖業を営んでいますが、現在の資材置場が堤外地内にあるため、移転先

として新たな敷地の確保を計画したところ、申請地は、自宅に近く、作業の効率化を図れる

と判断し、申請されたとのことです。 

 申請人に、申請地南側の道路が狭いため、安全性について確認したところ、利用する際に

は交通安全に留意する旨の回答を得ました。 

 その他、代替性や転用実施の確実性、転用面積の必要性、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。 

 審議番号３番については、転用目的が「事務所兼用住宅」の案件、審議番号４番について

は、転用目的が「資材置場」の案件で、一体的に造成される計画であるため、一括審議・一

括裁決とし、委員による現地調査を行い、調査会において申請人説明を求めました。 

 審議番号３番については、申請人は、現在、借家に居住していますが、手狭なため、住宅

建築を計画し、併せて経営する会社の事務所として利用したく申請されたとのことです。 

 また、審議番号４番については、申請人は、足場架設業を営んでいますが、事業規模の拡

大により資材置場が手狭となり、新たな敷地の確保を計画したところ、申請地は、新設する

事務所兼用住宅と隣接し、資材の管理を十分に出来ることから、申請されたとのことです。 

 申請人に、申請地への盛土の搬入経路について確認したところ、道路幅員が広い南側から
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搬入し、工事中の安全に配慮していく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、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、２件とも、「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。 

 審議番号５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、現在、借家に居住していますが、子供の誕生を機に、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、農業の手伝い等が効率よくできることから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、「概ね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地で、その区画の面積、

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

（ア）のａ。 

 許可基準は、「住宅その他周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な

施設で集落に接続して設置されるもの（ただし、敷地面積は概ね500㎡を超えないもの）」

に該当するため、甲種農地ウの(イ)のｃと決定しております。 

 以上のことから、審議番号１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。 

 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〕 
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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。 

 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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 先ほど、南部調査会長から報告がありましたとおり、審議番号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） 

 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、申請どおり許可することに決定しました。 
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 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、議案書14ページから17ページまでをお開きください。 

 

      第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            ６・７・８・９・10・11・12・13 

○農地部会長（大園敏明君） 

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

題とします。 

 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、委員による現地調査を行い、調査会において申請人

説明を求めました。 

 申請地は、市街化区域に近接し、近隣に商業施設もあることから、住宅地に適していると

判断し、申請されたとのことです。 

 申請人に転用実施の確実性を確認したところ、事業計画どおり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、「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７番は、転用目的が「水路」の農振除外の決定を経た案件で、申請人は、ゴルフ

練習場を経営していますが、既存練習場の拡張を行うにあたり、敷地中央を流れる水路を付

け替える必要が生じたため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

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８番、９番は、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、委員による現地調査を行い、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

ると判断し、申請されたとのことです。 

 申請人に、雨水の排水先である西側水路の幅員が狭く土水路でもあるため、大雨の際には

氾濫等が心配されることから、その対策について確認したところ、関係課と協議を行った結

果、大雨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。 

 なお、委員から、申請地周辺は最近開発が続いており、排水先が小水路であることが多い

ことから、今後、この地区で開発が行われる場合は、下流域の水防対策等、総合的に将来を

見据えた水路整備等の検討が必要である旨の意見も出されました。 

 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



- 16 - 

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「分家住宅」の案件で、申請人は、現在、実家に両親と同居

していますが、今般、結婚を機に分家住宅の建築を計画したところ、申請地は、実家に近接

しており、農業の手伝いと、両親の面倒を看る上で適地と判断し、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、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

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11番から13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、委員による現地調査を行い、

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、近隣に中学校もあることから、住宅地に適していると判断し、

申請されたとのことです。 

 申請人に、現行の排水計画では、排水が北側道路側溝へ集中してしまうため、その対策に

ついて確認したところ、申請後に地元から同様の意見があり、排水については南側里道側溝

へ流すよう計画を変更する旨の回答を得ました。 

 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。 

 以上のことから、審議番号６番から13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。 

 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８番及び９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） 

 先ほど調査会長からも言われたように、この辺は開発が進んできて、今回も道路との接道
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部分だけに分譲団地ができて、南側に不整形な田んぼが残ったり、非常に農作業上不便に

なっていますし、この辺の田は上からの掛け水でしょう。今後そういうのは機能するのか。 

 それと、水路に関しても、やっぱり下流域との問題ですね。田からこういうふうな宅地に

なると、水が一気に流れ出すということで、この辺、もう少し全体的な地元等を交えた、農

業委員会も入ってでもプランニングしないと。 

 それと、業者さんもほとんど水路あたりにはあまり手をつけないということであれば、今

後ちょっと周りの農地に関しての影響が厳しいかなと思いますので、この辺は申請人だけの

問題じゃなくて、やっぱり行政も含めた話し合いでもしないと、このままだと後々大変なこ

とになりはしないかと思います。意見として市当局へ伝えてください。 

○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） 

 まさにそのとおりだと思います。この市道のところの暗渠が小さいということで、何とか

できないかというような話まで出ましたけど、現在のところ、今の水路で十分だということ

で業者からの話はされておりますが、全体的な考え方としては、道路の暗渠の入れ替えとか、

水路の改良とかが必要になってくると思います。 

 以上です。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 13番委員、よろしいですかね。 

○13番（百武正幸君） 

 はい。 

○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８番及び９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11番から13番までの３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。 

    〔「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番から13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18ページをお開きください。 
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      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） 

 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、「デイ

サービスセンター及び職員駐車場」を目的として、平成16年に受けた転用許可を、今般、

「有料老人ホーム兼事業所内保育施設」に目的を変更するために、事業計画変更承認を申請

されたものです。 

 申請人は、特別養護老人ホーム等を運営していますが、当初の計画は事情により中断して

しまい、その後、介護保険制度改正等により、有料老人ホームの需要が高まり、また、かね

てから事業所内保育施設の要望があったため、これらを併設するために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、周辺への被害防除計

画等について聞き取りを行い、問題ないことを確認し、農地転用許可後の事業計画変更承認

申請については、申請地を元の農地として効率的に利用することは困難であること、また、

許可目的達成が困難になったことは申請人の故意又は重大な過失によるものではないと判断

し、承認相当としたものです。 

 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。 

 以上のことから、申請どおり承認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。 
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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。 

 この案件について、申請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19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 

○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、３番、４番は、普通売

買の案件、審議番号２番は、同一世帯での使用貸借の案件です。 

 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、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４番までの４件については、申請どおり許可することに決定しました。 

 次に、議案書20ページから22ページまでお開きください。 

 

      第５号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            ５・６・７・８・９・10・11・12 

○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５番から12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。 

○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５番、10番は競売落札の案件、

審議番号６番、８番、９番、11番は普通売買の案件、審議番号７番、12番は同一世帯での贈

与の案件です。 

 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
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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。 

    〔「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、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５番から12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23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 

○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。 
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 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、願出人は、現在、約

6.5haを耕作されており、願出地周辺の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、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、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、議案書24ページから26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）所有権移転 

            １・２・３・４・５・６・７・８ 

○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８番までの８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） 
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 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８番までの８件：

45,305㎡について、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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この８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。 

    〔「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、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８番までの８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、同じく議案書26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 

            ９ 

○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９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。 

○北部調査会長（井上文昭君） 



- 26 - 

 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９番の１件：5,434㎡につ

いて、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。 

 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７号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転、審議

番号９番については、計画案どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書27ページから53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 

            １～120 

○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120番までの120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120番までの120件、 

   新規  27件：   185,427㎡ 

   更新  93件：   485,316㎡ 
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について、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120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120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120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120番までの120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54ページ及び55ページをお開きください。 

 

      第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            121 

○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121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、秋吉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、秋吉委員に一時退室いただき、この案件を先に審議した
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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、秋吉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、秋吉委員退室してください。 

    〔２番秋吉委員 退室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 第８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号121番の、 

   新規  １件： 32,123㎡ 

について、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。 

 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８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議

番号121番については、計画案どおり承認することに決定しました。 

 秋吉委員の入室をお願いします。 

    〔２番秋吉委員 入室〕 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、議案書55ページから61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 

            122～147 

○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122番から147番までの26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８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号122番から147番までの26件、 

   新規  ８件  45,755㎡ 

   更新  18件  99,256.01㎡ 

について、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26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26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26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。 
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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８号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議

番号122番から147番までの26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62ページから64ページまでをお開きください。 

 

      第９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外） 

            １・２・３・４・５・６・７・８・９ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、審議番号１番から９番までの

９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９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、審議番号１番は、除外目的が

「寺院の拡張」の案件で、農業振興課の説明等によると、申出人は、檀家数約140戸の宗教

法人で、墓地が不足しているため、新たな墓地の整備を計画し、申出されたものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や転用面積の必要性等についても確認を行い、承認できる

ものと判断しました。 

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

形状、傾斜及び土性が高性能農業機械による営農に適するもの」であるため、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。 

 審議番号２番は、除外目的が「分家住宅」の案件で、農業振興課の説明等によると、申出

人は家族４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、申出地は実家に近く、今後、農業の手伝い等においても適地と判断

し、申出されたものです。 
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 その他、代替性や周辺への被害防除計画、転用面積の必要性等についての確認を行い、承

認できるものと判断しました。 

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

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

（ア）のａ。 

 許可基準は、「住宅その他周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な

施設で集落に接続して設置されるもの（ただし、敷地面積は概ね500㎡を超えないもの）」

に該当するため、甲種農地ウの（イ）のｃと決定しております。 

 審議番号３番は、除外目的が「通路」の案件で、農業振興課の説明等によると、申出人は

農業を営んでいますが、今般、土地の調査をしたところ、現在、通路として利用している申

出地が農地であったことが判明したため、適法化するために申出されたものです。 

 その他、代替性や周辺への被害防除計画、転用面積の必要性等についての確認を行い、許

可なく転用されたことについても悪意は認められず、承認できるものと判断しました。 

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

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

（ア）のａ。 

 許可基準は、「住宅その他周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な

施設で集落に接続して設置されるもの（ただし、敷地面積は概ね500㎡を超えないもの）」

に該当するため、甲種農地ウの（イ）のｃと決定しております。 

 審議番号４番は、除外目的が幼稚園の「駐車場」の案件であるため、委員による現地調査

を行いました。 

 農業振興課の説明等によると、申出人は幼稚園を運営していますが、職員用駐車場が不足

しているために、新たに駐車場を確保するため、申出されたものです。 

 申出地に入っているパイプラインについて聞き取りを行ったところ、パイプラインについ

ては、申出地の下を通らないように移設し、あわせて申出地西側の農地からの排水について

も、農地に新たに排水路を整備するため、問題ないとのことでした。 

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

ものと判断しました。 

 農地区分は、「概ね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地で、その区画の面積、
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形状、傾斜及び土性が高性能農業機械による営農に適するもの」であるため、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。 

 審議番号５番は、除外目的が神社の「駐車場」の案件で、農業振興課の説明等によると、

申出人は、氏子数約90戸の宗教法人ですが、祭り等の際は駐車場が不足し、近隣住民に迷惑

をかけており、新たに駐車場を確保するために申出されたものです。 

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

ものと判断しました。 

 農地区分は、「中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産

性の低い農地」であるため、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６番は、除外目的が「車両置場の拡張」の案件であるため、委員による現地調査

を行いました。 

 農業振興課の説明等によると、申出人は、自動車整備業を営んでいますが、事業規模拡大

に伴い、車両置場が不足し、事業に支障をきたしているため、車両置場を拡張したく、申出

されたものです。 

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

ものと判断しました。 

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

形状、傾斜及び土性が高性能農業機械による営農に適するもの」であるため、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。 

 審議番号７番は、除外目的が「庁舎移転」の案件で、農業振興課の説明等によると、申出

人は、既存の庁舎が県道拡幅工事により収用されるため、移転を計画したところ、申出地は
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既存の敷地に近く、周囲に公共施設も複数存在することから、住民の利便性が高い適地と考

え、申出されたものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や転用面積の必要性等について確認し、承認できるものと

判断しました。 

 農地区分は、「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。 

 審議番号８番は、除外目的が「通路」の案件で、農業振興課の説明等によると、申出人は、

申出地の隣接地で住宅建築を予定していますが、既存の出入口が狭いため、申出地を通路と

して利用したく、申出されたものです。 

 その他、代替性や周辺への被害防除計画、転用面積の必要性等についての確認を行い、承

認できるものと判断しました。 

 農地区分は、「特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地」であるため、第１種

農地イの（ア）のｂ。 

 許可基準は、「住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上

又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの」に該当するため、第１種農地イの

（イ）のｃの（ｅ）と決定しております。 

 審議番号９番は、除外目的が「農家住宅の敷地拡張」の案件で、農業振興課の説明等によ

ると、申出人は、申出地の隣に居住していますが、今般、土地の調査をしたところ、申出地

を自宅敷地の一部として利用していることが判明したため、適法化するために申出されたも

のです。 

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

たことについても、悪意は認められず、承認できるものと判断しました。 

 農地区分は、「特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地」であるため、第１種

農地イの（ア）のｂ。 

 許可基準は、「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。 

 以上のことから、審議番号１番から９番までは、申出どおり承認し、部会へ送ることに決
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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９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号１番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号２番について質疑に入ります。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９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号２番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号３番について質疑に入ります。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） 
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 異議なしと認めます。よって、第９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号３番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号４番について質疑に入ります。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９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号４番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号５番について質疑に入ります。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９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号５番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号６番について質疑に入ります。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９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号６番については、申出どおり承認することに決定しました。 
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 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９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号７番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号８番について質疑に入ります。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９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号８番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、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９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号９番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書64ページから67ページまでをお開きください。 
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      第９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外） 

            10～22 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、審議番号10番から22番までの

13件を議題といたします。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 第９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、審議番号10番から15番までは、

除外目的が「福祉施設」の案件で、一体案件として申出されたものであるため、一括審議・

一括採決とし、委員による現地調査を行いました。 

 農業振興課からの説明等によると、申出人は、病院を運営していますが、高齢化が進む中、

要介護状態にある高齢者等を支援する施設の建築を計画したところ、申出地は、生活環境が

よく、連携できる医療機関も多いことから、適地と判断し、申出されたものです。 

 委員から、雨水の排水先である水路は幅員が狭く、申出地南側には約５haの農地があるた

め、南側駐車場については、雨水の調整機能を兼ね備えた構造にする等、農地の冠水被害が

出ないようにしてもらえないか、申出人に検討していただくようにとの意見が出されました。 

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

るものと判断しました。 

 農地区分は、「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、除外目的が「資材置場」の案件で、委員による現地調査を行いました。 

 農業振興課からの説明等によると、申出人は、建設業を営んでいますが、大規模な合併浄

化槽の設置を主に行っており、資材や残土の置場が必要であったことから、事務所から近く、

大型車両の出入りにも適した申出地を、平成８年頃から、前所有者から借り受け、資材置場

として利用してきたとのことで、今回、適法化するために申出されたものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や転用面積の必要性等について確認し、許可なく転用され
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たことについても悪意は認められず、承認できるものと判断しました。 

 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17番は、除外目的が「携帯電話無線基地局」の案件で、農業振興課からの説明等

によると、申出人は、電気通信事業を営んでいますが、申出地一帯はスマートフォン等の利

用拡大に伴う通信データ量の急激な増加に伴い、高速データ通信基地局の設置が必要な地域

となっているため、申出されたものです。 

 なお、この案件は「農地法第５条第１項第７号及び農地法施行規則第53条第14号」に該当

するため許可不要となっております。 

 審議番号18番は、除外目的が「農家住宅」の案件で、農業振興課の説明等によると、申出

人は、現在、両親と実家に同居していますが、農業経営については親と生計を別にしている

とのことです。この度、結婚するにあたり、現在の実家では手狭であることから、農家住宅

の建築を計画したところ、申出地は実家に近く、今後、親の面倒を看る上で適地と判断し、

申出されたものです。 

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

るものと判断しました。 

 農地区分は、「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19番は、除外目的が「資材置場」の案件で、委員による現地調査を行いました。 

 農業振興課からの説明等によると、申出人は、農業の傍ら造園業を営んでおりますが、現

在、借地している資材置場を土地所有者に返却する必要が生じており、猪被害等により耕作

が困難な申出地を代替地として利用するため、申出されたものです。 

 委員から、申出地と隣接農地との段差が高く、雨期には法面が崩壊しやすくなるため、周

囲の農地等に影響が出ないよう、注意してほしいとの意見が出されました。 
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 その他、周辺への被害防除計画や代替性、転用面積の必要性等について確認し、承認でき

るものと判断しました。 

 農地区分は、「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20番は、除外目的が「植林」の案件で、農業振興課からの説明等によると、申出

地は、隣接地が山林であるため、日当たりが悪く、さらに猪の被害も多く、耕作を続けるこ

とが困難であるため、申出されたものです。 

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

るものと判断しました。 

 農地区分は、「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21番についても、除外目的が「植林」の案件で、農業振興課からの説明等による

と、申出地は山間部で、日照条件が悪く、傾斜地でもあり、また猪の被害も多い場所である

ことから、平成18年頃に農地法等の手続きが必要とは知らずに、申出人の母が植林を行って

しまい、今般、適法化するため申出されたものです。 

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

たことについても悪意は認められず、承認できるものと判断しました。 

 農地区分は「中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性

の低い農地」であり、第２種農地カの（ア）。 

 許可基準は、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該当するた

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 審議番号22番についても、除外目的が「植林」の案件で、農業振興課からの説明等による

と、申出地は耕作用通路が狭く、農業用機械の搬入等が困難で、また、猪の被害も多く、耕

作を続けることができないとのことで、申出されたものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や代替性、転用面積の必要性等について確認し、承認でき
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るものと判断しました。 

 農地区分は「中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性

の低い農地」であり、第２種農地カの（ア）。 

 許可基準は、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該当するた

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 以上のことから、審議番号10番から22番までは、申出どおり承認し、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。 

 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10番から15番までの６件につ

いては、一体案件として申出されたものです。そこで、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９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号10番から15番までの６件については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号16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） 
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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。 

 この案件について、申出どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号16番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号17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９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号17番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号18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９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号18番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号19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、申出どおり承認することに御異議ございませんか。 
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    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、第９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号19番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号20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９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号20番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号21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９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号21番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、審議番号22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） 
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 異議なしと認めます。よって、第９号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、

審議番号22番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書68ページから70ページまでをお開きください。 

 

      第10号議案 農振法第10条の規定による変更申出 

            １・２・３・４・５・６・７ 

○農地部会長（大園敏明君） 

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

題とします。 

 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10号議案 農振法第10条の規定による変更申出、審議番号１番から７番までについて、

調査会において審議したところ、申出どおり承認し、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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この７件について、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この７件について一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この７件について、申出どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○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10号議案 農振法第10条の規定による変更申出、審議番

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

 次に、議案書70ページから72ページまでをお開きください。 

 

      第10号議案 農振法第10条の規定による変更申出 

            ８・９・10・11・12・13 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第10号議案 農振法第10条の規定による変更申出、審議番号８番から13番までの６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10号議案 農振法第10条の規定による変更申出、審議番号８番から13番までについて、

調査会において審議したところ、申出どおり承認し、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。 

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

号８番から13番までの６件については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書73ページをお開きください。 

 

      第11号議案 農振除外決定後の事業計画変更申出 

            １ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第11号議案 農振除外決定後の事業計画変更申出、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11号議案 農振除外決定後の事業計画変更申出、審議番号１番については、「有料老人

ホーム及びデイサービス」を目的として、平成24年に受けた農振除外の決定を、今般、「貸

駐車場」に目的を変更するために、事業計画の変更を申出されたものであるため、委員によ

る現地調査を行いました。 

 農業振興課の説明等によると、申出地での当初の計画が譲受人の事情により中止してしま

い、その後、周囲が開発されて、耕作を続けることが困難になっているため、今般、地権者

が貸駐車場を整備するために計画変更を申出されたものです。 

 地区農業委員の説明等から、転用実施の確実性や代替性、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、農振除外決定後の事業計画変更申出について

は、農用地に再編入を行っても、申出地は既に宅地に囲まれており、農地として効率的に利

用することは困難であること、また、除外目的の達成が困難になったことは、申出人の故意

又は重大な過失によるものとは確認できなかったため、承認相当と判断しました。 

 農地区分は、733番１については、「水管、下水道管またはガス管のうち、２種類以上が

埋設されている道路の沿道の区域で、かつ、概ね500ｍ以内に２以上の教育施設、医療施設、

その他の公共施設、または公益施設が存在する農地」であり、第３種農地エの（ア）のａの

（ａ）。 

 735番２については、「中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集

団の生産性の低い農地」であり、第２種農地カの(ア)。 
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 許可基準は、733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）。 

 735番２については、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該

当するため、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 以上のことから、申出どおり承認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11号議案 農振除外決定後の事業計画変更申出、審議番

号１番については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書74ページから78ページまでをお開きください。 

 

      第12号議案 農振法第13条の規定による変更申出（編入） 

            １～29 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第12号議案 農振法第13条の規定による変更申出（編入）、審議番号１番から29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12号議案 農振法第13条の規定による変更申出（編入）、審議番号１番から29番までに

ついて、調査会において審議したところ、申出どおり承認し、部会へ送ることに決定したも
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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〕 

○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、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12号議案 農振法第13条の規定による変更申出（編入）、

審議番号１番から29番までの29件については、申出どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書79ページをお開きください。 

 

      第13号議案 「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」（案）に 

            対する意見の決定について 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第13号議案 「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」（案）に対する意見の

決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13号議案 「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」（案）について、農業
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振興課から説明があり、調査会において審議したところ、異議なしということで、原案どお

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。 

 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13号議案 「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」（案）について、農業

振興課から説明があり、調査会において審議したところ、異議なしということで、原案どお

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。 

 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13号議案 「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的

な構想」（案）に対する意見の決定については、原案どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書80ページをお開きください。 

 

      第14号議案 平成27年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価 

            （案：再掲） 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第14号議案 平成27年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案：再掲）を議
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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14号議案 平成27年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案：再掲）につ

いて、調査会において審議したところ、異議なしということで、原案どおり承認し、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。 

 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14号議案 平成27年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案：再掲）につ

いて、調査会において審議したところ、異議なしということで、原案どおり承認し、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。 

 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14号議案 平成27年度の目標及びその達成に向けた活動

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

 次に、議案書81ページをお開きください。 
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      第15号議案 平成28年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案：再掲） 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第15号議案 平成28年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案：再掲）を議題としま

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15号議案 平成28年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案：再掲）について、調

査会において審議したところ、異議なしということで、原案どおり承認し、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。 

 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15号議案 平成28年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案：再掲）について、調

査会において審議したところ、異議なしということで、原案どおり承認し、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。 

 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） 
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 異議なしと認めます。よって、第15号議案 平成28年度の目標及びその達成に向けた活動

計画（案：再掲）については、原案どおり承認することに決定しました。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 第129回佐賀市農業委員会農地部会議事録については、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129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129回佐賀市農業委員会農地部会を閉会します。 

 本日はありがとうございました。 

午前11時24分 閉会 
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