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第133回佐賀市農業委員会農地部会議事録 

 

 日  時  平成28年10月19日(水) 午前９時29分～午前11時４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 農地法第３条の３届出 

  第２号 農地法第18条合意解約通知 

  第３号 使用貸借解約通知 

  第４号 形状変更届 

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 取消願（農地法第４条の規定による許可） 

  第２号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

  第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

  第４号議案 農地法第５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 農振法第13条の規定による変更申出（除外） 

  第９号議案 農振法第10条の規定による変更申出 

  第10号議案 農振法第13条の規定による変更申出（編入）  

５．閉 会 
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午前９時29分 開会 

○農地部会長（大園敏明君） 

 皆さんおはようございます。 

 最近は、朝晩、結構涼しくなったというか、寒くなったような感じがいたします。日中

は29度とか温度が高いような日が推移していますが、なかなか農業も夏場の高温で水稲の

ほうも平坦部は余り自分としては品質的に良くないかなと思って、今、米の調整をやってい

ます。 

 今後、平坦部に限らず、佐賀平野はほとんど早稲の稲刈りとか進むと思います。それには

機械というものがついてきますので、皆さん、機械等の扱いには十分注意してください。 

 では、先ほど局長報告のとおり、本日の出席委員は14名で定足数に達しておりますので、

ただいまより第133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 農地法第３条の３届出８件、報告第２号 農

地法第18条合意解約通知13件、報告第３号 使用貸借解約通知９件、報告第４号 形状変更

届１件、局長専決処分報告第１号 農地法第４条による届出６件、局長専決処分報告第２号

農地法第５条による届出３件、議案としては、第１号議案 取消願（農地法第４条の規定に

よる許可）１件、第２号議案 農地法第３条の規定による許可申請15件、第３号議案 農地

法第４条の規定による許可申請３件、第４号議案 農地法第５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６件、第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定219件、第８号議案 農

振法第13条の規定による変更申出（除外）14件、第９号議案 農振法第10条の規定による変

更申出10件、第10号議案 農振法第13条の規定による変更申出（編入）２件。 

 ここで皆さんに報告します。 

 現地調査については、南部は10月６日、北部は10月７日に行っております。 

 また、調査会については、南部が10月12日、北部が10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、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、

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します。 
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 今回、常設審議委員会に意見を求める案件はなかったことを報告します。 

 それでは、これより報告事項に入ります。 

 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 農地法第３条の３届出 

            １・２・３・４・５・６・７・８ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 報告第１号 農地法第３条の３届出、報告番号１番から８番までの８件について、御意見

はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 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18条合意解約通知 

            １～13 

○農地部会長（大園敏明君） 

 報告第２号 農地法第18条合意解約通知、報告番号１番から13番までの13件について、御

意見はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 議案書７ページから９ページまでをお開きください。 

 

      報告第３号 使用貸借解約通知 

            １・２・３・４・５・６・７・８・９ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 報告第３号 使用貸借解約通知、報告番号１番から９番までの９件について、御意見はあ

りませんか。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 議案書10ページをお開きください。 

 

      報告第４号 形状変更届 

            １ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 報告第４号 形状変更届、報告番号１番について、御意見はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 議案書11ページ及び12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・５・６ 

○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、報告番号１番から６番までの６件に

ついて、御意見はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 議案書13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 

○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、報告番号１番から３番までの３件に

ついて、御意見はありませんか。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 これより議案の審議に入ります。 

 議案書14ページ及び15ページをお開きください。 

 

      第１号議案 取消願（農地法第４条の規定による許可） 

            １ 

      第２号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            ３ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第１号議案 取消願（農地法第４条の規定による許可）、審議番号１番及び第２号議案 

 農地法第３条の規定による許可申請、審議番号３番を議題とします。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この２件については、申請人が同一の案件であり、同時に申請されたものです。そこで、

この２件については、一括審議・一括採決とし、審議の順序を変更し、先に審議したいと思

いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議の順序を変更し、先にこの２件を議題とします。 

 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。 

 この２件については、過去に受けた転用許可の取消しを行い、同時に農地法第３条の許可

を得るために、取消し願出及び申請がなされたものであるため、一括審議・一括採決を行い

ました。 

 取消願、審議番号１番の願出地は、平成８年に願出人の亡父が、農家住宅及び農業用倉庫

として転用許可を受けていましたが、その後の事情により、転用行為は行わず、農地のまま

管理していたものです。 
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 今般、その農地を第三者に売却する目的で、農地法第３条、審議番号３番として申請され

ております。 

 この案件については、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ました。 

 これらのことから、取消し願い出については承認することで、申請については、許可相当

とすることで農地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２件について、願出どおり承認及び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１号議案、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２号議案、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、議案書15ページをお開きください。 

 

      第２号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            ３を除く１・２・４ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号３番を除く、審議番号１番から４番までの３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。 

 審議番号１番は、使用貸借の案件、審議番号２番は、普通売買の案件、審議番号４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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この３件について、一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 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、審議番号３番を除く、審議番号１番から４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15ページ及び70ページをお開きください。 

 

      第２号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            ５ 
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      第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            182 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第２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182番を議題とします。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この２件については、申請人が同一の案件であり、同時に申請されたものです。 

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

したいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議の順序を変更し、先にこの２件を議題とします。 

 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。 

 この２件については、申請人が同一で、同時に申請されたことにより、下限面積要件を満

たすことになるため、一括審議・一括採決を行いました。 

 農地法第３条の規定による許可申請の審議番号５番は、競売落札の案件で、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、農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号182番の新規１件：1,410㎡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、この２件については、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。 
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 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） 

 新規就農ということですけれども、作物は田ですので、水稲ですか。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 事務局お願いします。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 

 今回の申請地は米をつくられる予定となっております。 

○13番（百武正幸君） 

 調査会資料にはありませんが。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 

 今年の８月の買受適格証明の審議の際に提出されております。 

○13番（百武正幸君） 

 はい分かりました。 

○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２号議案、審議番号５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、審議番号182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17ページ及び71ページをお開きください。 
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      第２号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            15 

      第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            184・185 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第２号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番号15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184番、185番を議題とします。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この３件については、申請人が同一の案件であり、同時に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。 

 この３件については、申請人が同一で、同時に申請されたことにより、下限面積要件を満

たすことになるため、一括審議・一括採決を行いました。 

 農地法第３条の規定による許可申請の審議番号15番は、普通売買の案件で、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、農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号184番、185番の新規２件：5,639

㎡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、この３件については、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。 
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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２号議案 審議番号15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 審議番号184番、185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15ページから17ページまでをお開きください。 

 

      第２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・14 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号６番から14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。 

 審議番号６番、７番、８番、９番、11番は、普通売買の案件、審議番号10番、12番は、別

世帯間の贈与の案件、審議番号13番は、同一世帯間の贈与の案件、審議番号14番は、別世帯

間の使用貸借の案件です。 

 なお、審議番号12番及び14番は、申請人が同一で、同時に申請されたことにより、下限面

積要件を満たすことになるため、一括審議・一括採決を行いました。 

 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
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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９件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号６番から14番までの９件については、申請どおり

許可することに決定しました。 

 次に、議案書18ページをお開きください。 

 

      第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

            １・２ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請、審議番号１番、２番の２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。 
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 審議番号１番は、転用目的が「貸駐車場の拡張」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、申請地の隣地で貸駐車場を経営しておりますが、かねてより近隣の法人などか

ら駐車場の要望があっていることから、貸駐車場を拡張するために申請されたとのことです。 

 申請人に、申請地北側の農道の法面について確認したところ、管理者と協議を行い、埋め

立てるなどの危険防止策を検討する旨の回答を得ました。 

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

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

たは公益施設が存在する農地」であり、第３種農地エの（ア）のａの（ａ）。 

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

 審議番号２番も、転用目的が「貸駐車場」の農振除外の決定を経た案件で、調査会におい

て、申請人説明を求めました。 

 申請人は、申請地近隣の法人から職員駐車場が不足している旨の相談があり、駐車場とし

て貸し出すために申請されたとのことです。 

 申請人に、照明設備について確認したところ、必要な場合は、近隣住民等への支障がない

ように配慮しながら、地元と設置に向けた協議を行うとの回答を得ました。 

 その他、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、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）。 

 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
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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、２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、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、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。 

 

      第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

            ３ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、審議番号３番を議題とします。 
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 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。 

 審議番号３番は、転用目的が「植林」の農振除外の決定を経た案件で、申請地は周囲が山

林で日当たりが悪く、猪被害も多い場所であり、耕作を続けることが困難であるため、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、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、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、議案書19ページをお開きください。 

 

      第４号議案 農地法第５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４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。 

 審議番号１番は、転用目的が「駐車場」の農振除外の決定を経た案件で、申請人は病院を

経営していますが、病院敷地の一部が県道敷地として収用されることから、駐車場部分の移

転を計画し、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、「水管、下水道管またはガス管のうち、２種類以上が埋設されている道路の

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

たは公益施設が存在する農地」であり、第３種農地エの（ア）のａの（a）。 

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

 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、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19ページから22ページまでをお開きください。 
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      第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            ９・10を除く２～12 

○農地部会長（大園敏明君） 

 取り下げられた審議番号９番及び10番を除く、２番から12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。 

 審議番号２番から７番までは、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、近隣に大型商業施設や病院があり、交通の便も良いことから、住宅地に適して

いると判断し、申請されたとのことです。 

 申請人に、申請地東側の農地の通作に影響がないか確認したところ、東側の国道から通作

できるため、影響は無い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、1676番５、1678番８、1680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）。 

 1677番、1678番２、1679番１については「中山間地域等に存在する農業公共投資の対象と

なっていない小集団の生産性の低い農地」であり、第２種農地カの（ア）。 

 許可基準は、1676番５、1678番８、1680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）。 

 1677番、1678番２、1679番１については、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合

は許可し得る」に該当するため、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 審議番号８番は、転用目的が「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、住宅の建築を計画したところ、申請地は、実家に隣接してい

るため、適地と判断し、転用申請されたものです。 

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

 審議番号11番は、転用目的が「条件付分譲住宅」の案件で、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、閑静な集落の中にあり、住環境が良いことから、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、造成中の工事用車両の通行等、交通の安全性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。 

 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」であり、第２種農地カの（ア）。 

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

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 審議番号12番は、転用目的が「一般住宅」の案件で、申請人は、現在、借家に居住してい

ますが、今般、住宅建築を計画するにあたり、申請地は、実家にも近いため、適地と判断し、

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、取り下げられた９番、10番を除く、審議番号２番から12番までについて
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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２番から７番までの６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。13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 ここの事業面積は2,100㎡ぐらいで、都市計画でいう公園、緑地はとらなくてもいいはず

ですけれども、この場合、形状の問題かと思いますが、緑地を285㎡とっておられて、芝張

り等相当の面積が出ていますが、緑地の管理に関して、北部調査会で、申請人本人に確認さ

れましたか。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 はい、確認しました。転用事業者が管理をするということです。 

○13番委員（百武正幸君） 

 住宅地の販売後は、附帯の不動産管理ができていない場合が見受けられます。面積も１区

画に相当する280㎡ほどあるものですから、転用事業者としても、恐らく先々非常に負担に

なってくると思いますが、管理するということであればいいです。はい、わかりました。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局、補足はございませんか。 

○副会長（秋吉良太君） 

 私の方からいいですか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 はい、どうぞ。 
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○副会長（秋吉良太君） 

 地元の秋吉です。 

 実は、北の方まで同時に今回転用申請を出す計画でした。しかし、地権者が亡くなったこ

とで、今回の申請は困難となり、後で転用するということで、この計画となったわけです。

したがって、こういう形で残っているということを御理解いただきたいと思います。 

○13番委員（百武正幸君） 

 計画の中の芝張りがないということも考えられるということですか。 

○副会長（秋吉良太君） 

 いいえ、次の転用まで芝張り管理はやっていきます。 

○13番委員（百武正幸君） 

 次に開発されたら3,000㎡超すということで、芝を植えてそのまま管理するということで

すか。 

○副会長（秋吉良太君） 

 宅地になる可能性が高いと思います。 

○13番委員（百武正幸君） 

 私の地元では、分譲地の住民に草刈り等の管理をお願いしますが、うまくいかない場合も

あるようです。ここは法的にはそれだけの緑地が必要ないもので質問したわけです。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 13番委員、今の説明よろしいですか。 

○13番委員（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） 
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 異議なしと認めます。よって、審議番号２番から７番までの６件ついては、申請どおり許

可することに決定しました。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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、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、審議番号11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12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、審議番号12番については、申請どおり許可することに決定
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しました。 

 次に、議案書23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。 

 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。 

 審議番号１番は、「新規就農」の案件であるため、調査会において願出人による説明を求

めました。 

 願出人の説明によると、願出人は、建設業を営んでいますが、農業の経験もあるため、新

規に就農したく、願出されたとのことです。 

 願出人に、今後の営農計画について確認したところ、願出地では米を栽培する計画で、実

家にも近く、取得後は建設業の傍ら、農業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、水利組合にも加入し、ＪＡの指導を

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。 

 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。31番委員。 

○31番（今村旨男君） 

 新規就農となっていますが、建設業をしながらの新規就農ということになるんですか。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 
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 建設業の傍ら農業も新規で、これから行っていくとのことです。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 31番議員、事務局の説明、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） 

 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、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、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ページ及び25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。 

 審議番号１番から６番までの６件：24,675㎡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。 
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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。 

 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、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、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50ページ及び53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 

            96・107・109 

○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96番、107番、109番を議題

とします。 

 お諮りします。 

 この３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〕 
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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、一時退室し、この３件を先に審議することに決定しました。 

 それでは、この３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。 

 審議番号96番、107番、109番の 

   更新  ３件：13,548㎡ 

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。 

○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３件について、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○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３件について、一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○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３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、審議番号96番、107番、109番の３件については、計画案ど
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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。 

    〔大園部会長 入室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、議案書26ページから70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 

            96・107・109を除く１～180 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号96番、107番、109番を除く、審議番号１番から180番までの177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。 

 審議番号96番、107番、109番を除く、審議番号１番から180番までの177件 

   新規   27件：178,358.19㎡ 

   更新  150件：951,047.27㎡ 

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177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177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177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、審議番号96番、107番、109番を除く、審議番号１番から18

0番までの177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73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 

            189・190 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号189番、190番の２件を議題とします。 

 お諮りします。 

 この案件は、秋吉委員の同居の親族の案件となっております。農業委員会等に関する法律

第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、秋吉委員には一時退室いただき、この２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。 

 審議番号189番、190番の 

   更新  ２件：9,630.78㎡ 
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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。 

 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、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、審議番号189番、190番の２件については、計画案どおり承

認することに決定しました。 

 秋吉委員の入室を認めます。 

    〔２番秋吉委員 入室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、議案書70ページから81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 

            182・184・185・189・190を除く181～219 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号182番、184番、185番、189番、190番を除く審議番号181番から219番までの34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。 

 審議番号182番、184番、185番、189番、190番を除く審議番号181番から219番までの34件 

   新規  ３件： 27,412㎡ 
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   更新  31件：152,598㎡ 

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34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34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34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、審議番号182番、184番、185番、189番、190番を除く審議

番号181番から219番までの34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82ページから85ページまでをお開きください。 

 

      第８号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外） 

            １～11 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第８号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）、審議番号１番から11番までの

11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。 

 審議番号１番は、除外目的が「幼稚園の拡張」の案件であるため、委員による現地調査を

行いました。 

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

していることから、駐車場を拡張するため、申出されたものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や転用面積の必要性などについても確認を行い、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」であり、甲種農地ウの

（ア）のａ。 

 許可基準は、「既存の施設の拡張（拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面

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、農業振興課の説明などによると、申

出人は、家族で借家に居住していますが、今般、分家住宅の建築を計画するにあたり、申出

地は、実家が耕作する農地に近いため適地と判断し、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、転用面積の必要性などについての確認を行い、

承認できるものと判断しました。 

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

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

（ア）のａ。 

 なお、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番も、除外目的が、「分家住宅」の案件で、農業振興課の説明などによると、

申出人は、家族で実家に居住していますが、兄家族が戻ってくることを機に、分家住宅の建

築を計画したところ、申出地は実家が耕作する農地に近いため適地と判断し、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、転用面積の必要性などについての確認を行い、
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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番も、除外目的が「分家住宅」の案件で、農業振興課の説明などによると、申

出人は、妻の実家に居住していますが、妻の兄家族が戻ってくるため、分家住宅の建築を計

画したところ、申出地は妻の実家に隣接しているため、適地と判断し、申出されたものです。 

 その他、代替性や周辺の被害防除計画、転用面積の必要性などについての確認を行い、承

認できるものと判断しました。 

 農地区分は、「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５番は、除外目的が「農家住宅の拡張」の案件で、農業振興課の説明などによる

と、申出人は農業を営んでおりますが、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、申出されたものです。 

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

れたことについても、悪意は認められず、承認できるものと判断しました。 

 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。 

 審議番号６番は、除外目的が「一般住宅の拡張」の案件で、農業振興課の説明などによる

と、申出人は、申出地の北隣に居住していますが、自宅敷地が手狭で生活に支障をきたして
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いることから、申出されたものです。 

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

るものと判断しました。 

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

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７番、８番は、除外目的が「海苔乾燥施設の拡張」の案件であるため、委員によ

る現地調査を行い、一体案件として申出をされているため、一括審議・一括採決をしました。 

 農業振興課の説明などによると、申出人は、海苔共同乾燥施設を所有していますが、組合

員が個別に所有している乾燥施設では能力が不足していることから、共同乾燥施設を拡張し、

業務を集約するために申出されたものです。 

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

るものと判断しました。 

 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９番は、除外目的が、「農家住宅の拡張」の案件で、農業振興課の説明などによ

ると、申出人は、申出地の南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、申出されたものです。 

 その他、周辺への被害防除計画や転用面積の必要性などについても確認し、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
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（ｅ）と決定しております。 

 審議番号10番も、除外目的が「農家住宅の拡張」の案件で、農業振興課の説明などによる

と、申出人は、申出地の北隣に居住していますが、住宅の建替えのために調査をしたところ、

自宅敷地の一部が農地であることが判明したため、申出されたものです。 

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

れたことについても悪意は認められず、承認できるものと判断しました。 

 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。 

 審議番号11番は、除外目的が、「グループホームの拡張」の案件であるため、委員による

現地調査を行いました。 

 農業振興課の説明などによると、申出人は、申出地の西隣で知的障がい者のグループホー

ムを運営していますが、職員駐車場が不足しているため、駐車場を拡張したく、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などについて確認し、許可なく転用さ

れたことについても、悪意は認められず、承認できるものと判断しました。 

 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11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。 

 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。 
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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、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、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） 

 異議なしと認めます。よって、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） 
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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、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、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、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。 

 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７番及び８番の２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〕 
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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、審議番号７番及び８番の２件については、申出どおり承認

することに決定しました。 

 次に、審議番号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、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、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、審議番号10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、審議番号11番については、申出どおり承認することに決定

しました。 

 次に、議案書85ページ及び86ページをお開きください。 

 

      第８号議案 農振法第13条の規定による許可申出（除外） 

            12・13・14 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号12番から14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。 

 審議番号12番は、除外目的が「分家住宅」の案件で、農業振興課からの説明などによると、

申出人は、現在、借家に居住していますが、今般、住宅の建築を計画したところ、申出地は、

実家に近いため、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、転用面積の必要性などについて確認し、承認で

きるものと判断しました。 

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

農地イの（ア）のｂ。 

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

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

（イ）のｃの（ｅ）と決定しております。 

 審議番号13番は、除外目的が「有料老人ホーム及び通所介護施設」の案件で、委員による
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現地調査を行いました。 

 農業振興課からの説明などによると、申出人は、建設業の傍ら介護事業を営んでいますが、

高齢化が進む中、介護需要に応えるため、有料老人ホーム及び通所介護施設の建築を計画し

たところ、申出地は閑静で良好な環境であることから、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、転用面積の必要性などについて確認し、承認で

きるものと判断しました。 

 農地区分は、「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14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などによると、申出人は、資材販売業及び産業廃棄物処分業を営ん

でいますが、現在の資材置場が会社から遠いため、事業に支障をきたしており、資材置場の

移転を計画したところ、申出地は自社所有の事業用地に隣接しているため、申出されたもの

です。 

 委員から、申出地は平成26年度に農業基盤整備促進事業において、暗渠排水工事を行って

おり、基盤整備後８年を経過していないため、農振除外ができるかとの意見が出され、農業

振興課の担当者から、申出事業者は、資材販売業を通して地域の農道整備や水路整備にも貢

献されており、今後も地域の環境整備に協力したいとの申出があっていることから、当該施

設は地域の農業振興に寄与するものと判断できるため、農振除外は可能と思われるとの回答

がありました。 

 また、委員から申出地内には農業用水パイプが埋設してあることから、造成工事等により

損傷がないようにとの意見が出され、農業振興課の担当者から、この意見については、申出

人に伝える旨の回答がありました。 

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

と判断しました。 

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

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

のａ。 
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 許可基準は、「既存施設の拡張（拡張の面積が既存面積の２分の１を越えないもの）」に

該当するため、甲種農地ウの（イ）のｄと決定しております。 

 以上のことから、審議番号12番から14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。 

 それでは、これより審議番号12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、審議番号12番については、申出どおり承認することに決定

しました。 

 次に、審議番号13番について質疑に入ります。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、審議番号13番については、申出どおり承認することに決定

しました。 

 次に、審議番号14番について質疑に入ります。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、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、審議番号14番については、申出どおり承認することに決定

しました。 

 次に、議案書87ページから89ページまでをお開きください。 

 

      第９号議案 農振法第10条の規定による変更申出 

            １・２・３・４・５・６・７・８ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第９号議案 農振法第10条の規定による変更申出、審議番号１番から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） 

 報告します。 

 審議番号１番から８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。 
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 この８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、審議番号１番から８番までの８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89ページ及び90ページをお開きください。 

 

      第９号議案 農振法第10条の規定による変更申出 

            ９・10 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号９番、10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。 

 審議番号９番及び10番について、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２件について、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

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

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○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、審議番号９番、10番の２件については、申出どおり承認す

ることに決定しました。 

 次に、議案書91ページをお開きください。 

 

      第10号議案 農振法第13条の規定による変更申出（編入） 

            １・２ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第10号議案 農振法第13条の規定による変更申出（編入）、審議番号１番、２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。 

 審議番号１番及び２番について、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２件について、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

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

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○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、審議番号１番、２番の２件については、申出どおり承認す

ることに決定しました。 

 お諮りします。 

 第133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133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133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４分 閉会 


