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第134回佐賀市農業委員会農地部会議事録 

 

 日  時  平成28年11月17日(木) 午前９時26分～午前10時30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 

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３条の規定による許可申請 

  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 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

  第５号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

  第６号議案 農用地利用集積計画（案）利用権移転 

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） 

 おはようございます。皆さんに報告させていただきます。 

 今月10日に鹿児島県日置市さんから、14日に大分県宇佐市の農業委員会が視察研修に来ら

れました。下限面積とか耕作放棄地対策について意見交換をしました。 

 それと先日来、国会ではＴＰＰに関するいろんな質疑がございました。私もちょっと時間

があったものですから聞きはしましたが、農業関係もいろいろ議員さんの質疑応答があった

ようでございます。今後、ＴＰＰに関しては、アメリカのトランプさんがどのように対応さ

れるかというのが注目点じゃないかなということで、私は危惧しています。 

 また、最近は高齢者の交通事故が大変多いようですから、今後、師走に向かって皆さんい

ろいろと車に乗る機会が多いと思いますので、車には十分注意して同乗していただきたいと

思います。 

 先ほど局長報告のとおり、本日の出席委員は17名で定足数に達しておりますので、ただい

まより第134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５件、報告第２号 農

地法第18条合意解約通知15件、報告第３号 使用貸借解約通知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１件、

議案としては、第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請９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22件、

第４号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転２件、第５号議案 農用地利用集積計画

（案）利用権設定64件、第６号議案 農用地利用集積計画（案）利用権移転１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11月８日、北部は11月９日に行っております。 

 また、調査会については、南部が11月10日、北部が11月11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、

39番委員の久米委員、41番委員の伊東爲夫委員の両名を指名します。 
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 それでは、今回「常設審議委員会」に意見を求めた議案書16ページから18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７番から13番まで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。 

 先般、11月15日に開催されました第８回常設審議委員会の報告をいたします。 

 佐賀市関係といたしましては、農地法第４条の規定による意見聴取につきまして、3,000

㎡超及び1,000㎡以上3,000㎡以下の案件につきましてはございません。 

 農地法第５条の規定による意見聴取につきましては１件、3,000㎡超え１件、1,000㎡以上

3,000㎡以下はありません。 

 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、これより報告事項に入ります。 

 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 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１号 農地法第３条の３届出、報告番号１番から５番までの５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３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 

            １～15 
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○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15番までの15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ページをお開きください。 

 

      報告第３号 使用貸借解約通知 

            １ 

○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８ページ及び９ページをお開きください。 

 

      局長専決処分報告第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10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 
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○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。 

 これより議案の審議に入ります。 

 議案書11ページをお開きください。 

 

      第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            １・２・３・４・５ 

○農地部会長（大園敏明君） 

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

題とします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 審議番号１番は、同一世帯での使用貸借の案件。 

 審議番号２番、４番、５番は、普通売買の案件。 

 審議番号３番は、競売落札の案件です。 

 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。 
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 この５件については、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この５件について、一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この５件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号１番から５番までの５件については、申請どおり

許可することに決定しました。 

 次に、議案書11ページ及び12ページをお開きください。 

 

      第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            ６・７・８・９ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号６番から９番までの４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番は、普通売買の案件。 

 審議番号９番は、親族間の贈与の案件です。 

 審議番号７番については、「医療法人がリハビリ農園を目的として農地を取得する」案件

であるため、調査会において申請人による説明を求めました。 

 申請人の説明によると、申請地を入院患者のリハビリ農園として利用したく申請したとの

ことで、申請地では、芋やキャベツなどを栽培し、治療食として消費する計画とのことです。 
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 申請人に、現在、申請地内にある果樹の活用方法について確認したところ、ゆずの木など

はそのまま活用し、その他の雑木については伐採・抜根し、畑として利用したいとの説明を

受けました。 

 なお、各案件については、地区農業委員による現地調査を含め、取得後、全ての農地を効

率的に利用すること、機械、労働力、技術、地域との関係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、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。39番委員。 

○39番（久米勝博君） 

 審議番号７番は、この売買価格を考慮すると、リハビリ農園で使用後、先々は何か別の計

画があるのでしょうか。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 

 この申請地の南側に今、○○クリニックがありますが、そこは、もともと今回の譲渡人の

土地でした。このクリニックの転用申請の際に、その北側に残る今回の申請地についても将

来的にリハビリ農園として取得したいという話があっておりまして、農地の価格については、

転用の価格と同じ価格で売買したいという話がその当時についていたとのことで、今回、こ

のような価格での売買となっております。 

 以上です。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 39番委員、事務局の説明、よろしいですか。 
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○39番（久米勝博君） 

 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、審議番号６番から９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１３ページをお開きください。 

 

      第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

            １ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請、審議番号１番を議題とします。 

 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、転用目的が「埋蔵文化財試掘の一時転用」の案件で、申請人は申請地を

分譲住宅として転用することを計画していますが、それに先立ち、埋蔵文化財の試掘調査を

す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
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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、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 

○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３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） 

 報告します。 

 審議番号１番は、転用目的が「貸駐車場」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の説明を求めました。 

 申請人は、不動産業を営んでおりますが、かねてから近隣の住民より駐車場の要望がある

ため、貸駐車場として利用したく申請されたとのことです。 

 申請人からの聞き取りなどにより、転用実施の確実性や転用面積の必要性、周辺への被害
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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、336番３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）。 

 337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）。 

 許可基準は、336番３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）。 

 337番１については、「許可し得る」に該当するため、第３種農地エの（イ）と決定して

おります。 

 審議番号２番は、転用目的が「資材置場」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、家族で建築業を営んでおりますが、現在、資材置場が不足しているため、実家

に近い申請地を資材置場として利用したく、申請されたとのことです。 

 申請人に、北側水路に越境している庭石について確認したところ、撤去するとの回答を得

ました。 

 また、集落内の資材置場となるため、危険防止について確認したところ、南側道路との境

界に三角コーン等を置き、部外者が出入りしないように管理した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３番は、転用目的が「太陽光発電設備」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、発電事業を行っていますが、申請地は、日当たりが良く効率的に発電できると

判断し、申請されたとのことです。 
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 申請人に、申請地の今後の管理について確認したところ、自社で責任を持って除草を行う

など、周辺住民に迷惑がかからないように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、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、審議番号１番から３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。24番委

員。 

○24番（江口善己君） 

 南部調査会で、本人に事業計画を御説明いただきまして、この計画そのものに私が何か言

うつもりはございませんけれども、この事業計画を拝見いたしますと、年間の収入と事業計

画の投資資金を考えると、25年間利益が全然上がらないということになります。この土地利

用計画を見ますと、立地も良いとは思えません。また、舗装もされないと思うんですけれど

も、土地代等の費用は、転用の完了時に、領収証の添付等、そういう確認をするのかについ

てお尋ねいたします。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いします。 

○事務局（池上直弘農地係主査） 

 現況が転用目的どおりに利用されれば、後もっての領収関係の書類の調査までは求めてい

ないところでございます。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 はい、24番委員どうぞ。 
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○24番（江口善己君） 

 そうしますと事業計画の土地代の提示ですが、それが事実なのかどうなのか、事務局とし

ては、その辺を確認するようなことは現実的にはないわけですね。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いします。 

○事務局（池上直弘農地係主査） 

 そちらの確認まではいたしておりません。事業実施の確実性というところで、その辺の金

額の提示をしていただいて、それが目的どおりされたら、完了ということになります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 24番委員、今の説明どうでしょうか。 

○24番（江口善己君） 

 その説明の内容はわかりましたが、事実とどうかなということについては、いささかまだ

不安を持っていますけれども、これ以上の質問はやめます。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 どうもありがとうございました。他にございませんか。13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 私も江口委員の御指摘のとおり、事業計画、経営計画自体がちょっと厳しいなと思ってい

ますけれども、申請地南側に数年前に耕作放棄地の再生事業を行った農地があって、後々、

その農地の転用等を考えての価格かなという考えもいたしました。その農地に関しては再生

事業を行っておりますので、転用自体は簡単にできないですか。再生事業を行った場合は何

か縛りがあるのか、事務局にお尋ねします。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いします。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 

 再生事業を行った農地については、５年間は必ず耕作をしていただかないといけないとい

うことになっております。 

 その後については、転用申請が出された場合、転用の基準を満たすものであれば、法令上、

転用の許可を出さざるを得ないと思います。 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 皆さん、今の事務局の説明で理解してもらえましたか。 

○13番（百武正幸君） 

 わかりました。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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。 

 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） 
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 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15ページから21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 

            ４～22 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号４番から22番までの19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４番は、転用目的が「条件付分譲住宅」の案件、審議番号５番は、転用目的が

「病院の敷地拡張」の案件で、この２件については、一体的に造成される計画であるため、

一括審議・一括採決として、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４番については、申請地は、近隣に商業施設や医療施設があり、住環境が良いこ

とから、住宅地として適地と判断し、転用申請されたもので、審議番号５番については、申

請地南側の歯科医院の駐車場が狭いため、申請地を駐車場として拡張したく、転用申請され

たものです。 

 申請人に、条件付分譲住宅敷地となる申請地と北側里道との間にある手堀り水路について

確認したところ、この水路は、申請地東側の水田の用水路として利用されているため、現状

部分を残したまま、蓋付きのＵ字溝を敷設する方向で地元と協議を行っているとの説明を受

けました。 

 その他、代替性や転用実施の確実性、転用面積の必要性、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。 

 審議番号４番の農地区分は、1696番１、1696番３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）。 

 1696番２については「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
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１種農地イの（ア）のａ。 

 許可基準は、1696番１、1696番３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）。 

 1696番２については、「申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体として同一の事業の

目的に供するために行うものであって、当該事業の目的を達成する上で当該農地を供するこ

とが必要であると認められるもの（第１種農地の占める割合は３分の１を超えず）」に該当

するため、第１種農地イの（イ）のｆと決定しております。 

 審議番号５番の農地区分は、1696番５については「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。 

 1696番６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）。 

 許可基準は、1696番５については、「既存施設の拡張（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）。 

 1696番６については、「許可し得る」に該当するため、第３種農地エの（イ）と決定して

おります。 

 審議番号６番は、転用目的が一区画の「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、近隣に学校があり、住環境も良いことから、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、今回の転用に伴い、申請地西側にある農地への通作について確認したところ、

現時点においても申請地南西側の雑種地を通って耕作しており、また、転用に関する隣接承

諾も得ているため、周辺農地への影響はないとの回答を得ました。 

 その他、転用実施の確実性、転用面積の必要性、周辺への被害防除計画等について問題な

いことを確認し、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、「水管、下水管が埋設された幅員４ｍ以上の道路の沿道区域で、かつ、概ね

500ｍ以内に２以上の教育施設が存在する農地」であり、第３種農地エの（ア）のａの（a）。 

 許可基準は、「許可し得る」に該当するため、第３種農地エの（イ）と決定しております。 
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 審議番号７番から13番までについては、転用目的が「福祉施設」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、調査会において申請人説明を求め

ました。 

 申請人は、障がい者居宅介護施設等を運営していますが、要介護状態にある高齢者を支援

する施設の建設を新たに計画したところ、申請地は、生活環境が良く、連携する医療機関も

近いことから適地と判断し、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など、交通の安全性について確認したところ、地元

自治会や警察、佐賀土木事務所とも、工事車両の通行について協議を行っているとのことで、

今後は、地元説明会を行い、工事の際は、地元の農作業車等を優先し、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14番及び15番は、転用目的が「一般住宅」の案件、審議番号16番は、転用目的が

「通路及び排水路」の案件であり、この３件については、譲受人が同一であるため、一括審

議・一括採決を行いました。 

 審議番号14番及び15番について、申請人は、現在、県外に居住しており、今般、高齢の両

親の面倒を看るために実家へ戻ることを計画されていますが、実家の老朽化が著しく、建替

が必要なものの、実家敷地への進入路が狭く、工事が困難であることから、申請地に移転し

て建替するために申請されたものです。 

 審議番号16番は、建替する住宅からの雨水と隣接する農地からの排水を流すための側溝を

設置し、あわせて既存の耕作用通路を拡幅す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、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、許可相当と判断しました。 

 農地区分はいずれの案件も、「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
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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17番から19番までについては、転用目的が「診療所」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。 

 申請人は、現在、大学病院で歯科医として勤務していますが、今般、独立開業を計画した

ところ、申請地は住宅地に近く、多くの患者数が見込めるため、開業に適地と判断し、申請

されたとのことです。 

 申請人に、今回の転用に伴い、申請地南西側にある農地の通作について確認したところ、

今後は申請地西側の農地を通り耕作を続けるとのことで、西側農地所有者からも隣接承諾を

得ているため、周辺農地への影響はな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、「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、21番は、転用目的が「農家住宅の敷地拡張」の案件、審議番号22番は、転

用目的が「通路」の案件で、いずれも農振除外の決定を受けた案件ですが、この３件につい

ては、譲受人のひとりが同一であるため、一括審議・一括採決を行いました。 

 申請人は、現在、農業を営んでいますが、審議番号20番、21番については、平成８年に、

車庫兼倉庫部分を増築した際、誤って申請地の一部に越境し、現在まで利用しており、その

適法化のために、また、あわせて、既存の車庫兼倉庫では農業用機械等を保管するには手狭

であるとのことで、農業用倉庫の新設と、農作業場の確保のため申請されたものです。 

 また、審議番号22番については、平成８年に、手続きが必要とは知らずに既存の通路を拡

幅し、申請地を通路の拡幅部分として現在まで利用しており、その適法化のため申請された

ものです。 
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 地区農業委員の説明などから、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、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、いずれの案件も「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４番から22番までについては、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。 

 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４番、５番の２件について

は、一体的に造成される計画となっています。そこで、この２件については、一括審議・一

括採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

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

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「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、審議番号４番、５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６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。 

 次の審議番号７番から13番までの７件についても、一体案件として申請されたものです。

そこで、この７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７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） 

 これは農振除外の決定を受けての案件でありますけれども、こういう施設は面積要件等の

制限は全然ないですか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いします。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 

 農地転用上は特にございません。 

○13番（百武正幸君） 

 一応、10,000㎡以下で抑えてはあるんですけれども、そういう問題はないということです

ね。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 

 はい。 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 13番委員、事務局の説明でよろしいですか。 

○13番（百武正幸君） 

 はい、わかりました。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ほかにございませんか。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７番から13番までの７件については、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。 

 次の審議番号14番から16番までの３件についても、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、審議番号 14 番から 16 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。 



- 21 - 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 次の審議番号17番から19番までの３件についても、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、審議番号17番から19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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 次の、審議番号20番から22番までの３件についても、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〕 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号 20 番から 22 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22ページをお開きください。 

 

      第４号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

            １・２ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第４号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転、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。 

 審議番号１番、２番の 

   ２件： 11,399 ㎡ 

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

を満たしているため、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。 
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 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１番、２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。 

 次に、議案書31ページをお開きください。 

 

      第５号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            29・30・31 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第５号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号29番から31番までの３件を

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〕 

○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29番から31番までの 

   更新  ３件： 12,068 ㎡ 

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
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を満たしているため、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、計画案どおりに承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号29番から31番までの３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お願いします。 

    〔大園部会長 入室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、議案書23ページから37ページまでをお開きください。 

 

      第５号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            29～31を除く１～56 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号29番から31番までを除く、審議番号１番から56番までの53件を議題とします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（百武正幸君） 
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 報告します。 

 審議番号29番から31番までを除く、審議番号１番から56番までの53件 

  新規   ９件： 64,276 ㎡ 

  更新    44件： 319,393 ㎡ 

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

を満たしているため、計画案どおり承認し、部会へ送ることに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この53件について、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この53件について、一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この53件について、計画案どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号29番から31番までを除く、審議番号１番から56番

までの53件については、計画案どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書37ページから40ページまでをお開きください。 

 

      第５号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            57～64 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号57番から64番までの８件を議題とします。 
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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57番から64番までの８件 

  新規   ２件：29,713.00 ㎡ 

  更新   ６件：42,473.70 ㎡ 

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、審議番号57番から64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、議案書41ページをお開きください。 

 

      第６号議案 農用地利用集積計画（案）利用権移転 

            １ 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 第６号議案 農用地利用集積計画（案）利用権移転、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。 

 第６号議案 農用地利用集積計画（案）利用権移転、審議番号１番の 

   １件： 2,335 ㎡ 

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、審議番号１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。 

 お諮りします。 

 第134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134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
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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134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10時30分 閉会 


