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第135回佐賀市農業委員会農地部会議事録 

 

 日  時  平成28年12月19日(月) 午前９時30分～午前10時34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 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 買受適格証明願（耕作目的） 

  第５号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

  第６号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

  第７号議案 非農地通知について 

５．閉 会 
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午前９時30分 開会 

○農地部会長（大園敏明君） 

 皆さん、改めましておはようございます。今年も残すところ、あと十数日となりました。

今年もいろいろニュースとか話題もたくさんございました。中でも農業者としては、ＴＰＰ

問題が国会でもいろいろ議論されたということが一番気になるところです。また、次期アメ

リカ大統領のトランプ氏も、ＴＰＰを今後中止するようなことが言われると思います。この

ことで農業委員会としても、いろいろ勉強していきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

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

すので、ただいまより第135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９件、報告第２号 農

地法第18条合意解約通知25件、報告第３号 使用貸借解約通知８件、報告第４号 形状

変更届３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２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４件、第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請４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 買受適格証明願（耕作目的）１件、第

５号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転９件、第６号議案 農用地利用集積計画

（案）利用権設定68件、第７号議案 非農地通知について16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12月９日、北部は12月12日に行っております。 

 また、調査会については、南部が12月13日、北部が12月14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、

４番委員の北村委員、43番委員の吉田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16ページ 農地法第４条の規定に

よる許可申請、審議番号２番及び18ページから22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１番、５番、７番、12番、13番の審議結果について、坂井会長より報告を
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お願いします。 

○会長（坂井邦夫君） 

 報告いたします。 

 先般、12月15日に開催されました第９回常設審議委員会の報告をいたします。 

 佐賀市、農地法第４条の規定による意見聴取について１件、3,000㎡超え１件、1,000㎡以

上3,000㎡以下はございません。 

 農地法第５条の規定による意見聴取にいて４件、3,000㎡超え２件、1,000㎡以上3,000㎡

以下２件。 

 農地法第４条関係１件及び農地法第５条関係４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・６・７・８・９ 

○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９番までの９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８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 

            １～25 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 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25番までの25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９ページから11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 

○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12ページをお開きください。 

 

      報告第４号 形状変更届 

            １・２・３ 

○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番から３番までの３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１号 農地法第４条による届出 

                  １・２・３・４ 
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○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４番までの４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14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 

○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、２番の２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。 

 これより議案の審議に入ります。 

 議案書15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 

○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、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番は、普通売買の案件、審議番号２番は、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
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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、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番及び２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、同じく議案書15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 

            ３・４ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号３番、４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） 
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 報告します。 

 審議番号３番、４番は、普通売買の案件です。 

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

率的に利用すること、機械、労働力、技術、地域との関係などを見て問題がないこと、また、

面積要件も満たしていることから、別添の調査書のとおり農地法第３条第２項各号には該当

していないと判断し、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、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番及び４番の２件については、申請どおり許可

することに決定しました。 

 次に、議案書16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。 
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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。 

 審議番号１番は、転用目的が「農家住宅の拡張」の案件で、申請人は、申請地の隣接地に

居住していますが、住宅敷地の一部が農地であることが判明したため、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、「中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない、小集団の生

産性の低い農地」であるため、第２種農地カの（ア）。 

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

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

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

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、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16ページ及び17ページをお開きください。 

 

      第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

            ２・３・４ 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 審議番号２番から４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２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とのことで

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。 

 審議番号３番は、転用目的が「資材置場」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。 

 申請人は農業の傍ら、造園業を営んでいますが、現在借地している資材置場を土地所有者

に返却することとなったため、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、作業用車両が通行することによる、申請地への道路の損傷に対する問題につい

て確認したところ、大型車両が通行しても舗装への影響はないということで、道路管理者と

協議しているが、資材置場としたことにより道路が損傷した場合は、速やかに道路管理者と

協議し対応する旨の回答を得ました。 

 そのほか、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４番は、転用目的が「植林」の農振除外の決定を経た案件で、申請地は山間部で

日当たりが悪く、耕作を続けることが困難であるため、平成18年頃に農地法の手続きが必要
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とは知らず、申請地の一部に植林を行ってしまったもので、今般、適法化と追加の植林のた

めに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、許可無く転用したことについても悪意は認められず、許可相当と判断しました。 

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

性の低い農地」であり、第２種農地カの（ア）。 

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

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 以上のことから、審議番号２番から４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。 

 それでは、これより審議番号２番について質疑に入ります。質疑ございませんか。13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 ここはクヌギを植えられるということで、申請人が植えられるのか、また実際クヌギを利

用した後、シイタケ栽培等をされるのか、その辺まで含めた計画がもし何か出ているのであ

れば教えていただきたいと思います。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 はい、北部調査会長。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 事務局お願いいたします。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いします。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 

 将来的にシイタケ栽培等、そういったことは全く考えておられません。とにかく管理がで

きないので、植林をしたいということです。こちらの植林につきましては、森林組合にお願

いをされております。 

○13番（百武正幸君） 



- 11 - 

 任せておられるんですか。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 

 はい。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 13番委員、今の事務局の説明でよろしいですか。 

○13番（百武正幸君） 

 はい。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号２番については、申請どおり許可することに決定

しました。 

 次に、審議番号３番について、質疑に入ります。質疑ございませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号３番については、申請どおり許可することに決定

しました。 

 次に、審議番号４番について、質疑に入ります。質疑ございませんか。31番委員。 

○31番（今村旨男君） 

 議案書の施設の概要に杉220本と書いてありますけど、今度新たに220本植えるということ
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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） 

 備考欄に書いてありますとおり、申請地の一部にもう既に植林をされており、それを含め

た数でございます。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 31番委員、今の説明、大丈夫ですか。 

○31番（今村旨男君） 

 はい、わかりました。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号４番については、申請どおり許可することに決定

しました。 

 次に、議案書18ページから20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 

            １・２・３・４・５・６・７ 

○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） 
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 報告します。 

 審議番号１番は、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、交通の便が良く、近隣に教育施設等もあることから、住宅地に適地と判断し、

申請されたとのことです。 

 申請人に、申請地東側の県道と市道が交差する部分が、宅地への進入路となっているため、

その安全性について確認したところ、この部分については、警察との協議の結果、車両の進

入はできないとのことであるため、鉄製のバリケードを設置し、歩行者以外の車両の出入り

はできないようにするとの回答を受けました。 

 また、申請地西側の市道との接続部分について確認したところ、道路幅員が４メートルと

なるようにセットバックを行い、車両の通行に支障が出ないようにするとの説明がありました。 

 そのほか、転用実施の確実性や代替性、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２番についても、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、近隣に小学校や医療機関などもあるため、住宅地に適地と判断し、申請された

とのことです。 

 申請人に、申請地の北東側と北西側に農地が残る計画になっていることについて確認した

ところ、佐賀市の開発担当部局から、この部分については開発許可のできる範囲を超えてい

るため、住宅開発の見込みがないとの説明を受け、申請地から除外しているとの回答を得ま

した。 

 また、委員より、申請地北側市道は通学路でもあるため、造成等の工事は特に注意するよ

う意見がありました。 

 そのほか、転用実施の確実性や代替性、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。 
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 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３番についても、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、交通の便が良く、近隣に医療施設や大型商業施設があることから、住宅地に適

地と判断し、申請されたとのことです。 

 申請人に、申請地からの雨水排水について確認したところ、申請地北東側の公有水面に放

流する計画であり、現在、土水路となっている部分にＵ字溝を設置し、円滑な流れを図りた

いとの回答を得ました。 

 また、設置するＵ字溝との接続部分となる既存の集水枡については、現在、蓋がなく危険

性が感じられるため、公有水面敷きの草刈を含め、今後の管理方法について確認したところ、

申請人から、水路管理者や地元との協議を行い検討する旨の説明を受けました。 

 さらに、委員から、申請地西側の県道は通行量が多く、通学路にもなっているため、交通

安全には特に注意してもらいたい旨の意見が出されました。 

 そのほか、転用実施の確実性や代替性、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得る」に該当するた

め、第２種農地カの(イ)と決定しております。 

 審議番号４番は、転用目的が「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説明を求めました。 

 申請人は、幼稚園を運営していますが、既存の駐車場が狭く、業務に支障をきたしていた

ため、申請地を駐車場として利用したく、申請されたとのことです。 

 申請人に、車両の出入口部分について確認したところ、申請地北側の市道部分からの出入

りを計画しており、この道路は幅員が狭いため、地元車両が離合しやすいように間口を設け

ていない旨の説明がありました。 
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 そのほか、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番は、転用目的が「幼稚園の拡張」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、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、新たに駐車

場を確保するため、申請されたとのことです。 

 申請人に、申請地内にあるパイプラインについて確認したところ、隣接する農地の耕作に

影響がないように、土地改良区と協議を行い、既に移設した旨の説明がありました。 

 また、申請地南側の屋外遊戯場への園児の出入りについて確認したところ、既存敷地の南

西部分から直接出入りできるようにして、遊戯場の周囲にはフェンスを設置するなど、園児

の安全を確保する旨の回答を得ました。 

 そのほか、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、「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６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、氏戸

数が約90戸の宗教法人ですが、祭りなどの際には駐車場が不足し、近隣住民に迷惑をかけて

いるため、新たに駐車場を設置したく、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。 
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 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７番は、転用目的が「車両置場の拡張」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、自動車整備業を営んでいますが、数年前から自動車販売業も行っており、事業

拡大により既存の敷地では手狭となったことから、申請地を車両置場として拡張したく、申

請されたとのことです。 

 申請人に、申請地からの雨水排水について確認したところ、既存敷地からの雨水を含め、

既存の油水分離槽で処理し、北側水路へ放流する計画としており、この油水分離槽の処理能

力にはまだ余裕があるため、油の流出防止については問題ない旨の説明がありました。 

 そのほか、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、「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。 

 以上のことから、審議番号１番から７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。 
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 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） 

 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、審議番号４番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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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４番については、申請どおり許可することに決定

しました。 

 次に、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、審議番号５番については、申請どおり許可することに決定

しました。 

 次に、審議番号６番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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） 
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 異議なしと認めます。よって、審議番号７番については、申請どおり許可することに決定

しました。 

 次に、議案書20ページから22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 

            ８・９・10・11・12・13 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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。 

 審議番号８番は、転用目的が「一般住宅」の案件で、申請人は、家族３人で借家に居住し

ていますが、住宅の建築を計画したところ、申請地は実家にも近いため適地と判断し、転用

申請されたものです。 

 地区農業委員の説明などから、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、下水管が埋設された幅員４ｍ以上の道路の沿道区域で、かつ、概ね

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

（ａ）。 

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

 審議番号９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、周囲の環境が良く、近隣に学校や医療施設等があることから、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、水路の付替に関する地元との協議について確認したところ、地元と協議を行っ

た上での計画であるが、水路の付替工事に際しては、再度、地元説明を行いたいとの回答を

得ました。 

 また、申請地への入り口である橋りょうの幅員が狭いため、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。 
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 そのほか、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10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、周囲の環境が良く、交通の便も良いことから、住宅地に適していると判断し、

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。 

 そのほか、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11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、申請人は母の

実家に居住していますが、母の兄が戻ってくるため、分家住宅の建築を計画したところ、申

請地は実家に近いため適地と判断し、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、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、13番については、転用目的が「条件付分譲住宅」の案件で、一体案件とし

て申請されたものであるため、一括審議・一括採決とし、委員による現地調査を行い、調査
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会において申請人説明を求めました。 

 申請地は、市街化区域に隣接しており、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、南側里道の草刈管理について確認したところ、里道管理者及び地元と再度協議

を行い、前向きに対応したいとの回答を得ました。 

 そのほか、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、「住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公共施設若しくは公益施設が

連たんしている農地」であり、第３種農地エの（ア）のｂ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８番から13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。 

 それでは、これより審議番号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９番について質疑に入ります。質疑ございませんか。31番議員。 

○31番（今村旨男君） 

 水路について再度地元説明会をするということでしたが、その確認は取るのですか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いします。 
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○事務局（古賀亮一農地係主事） 

 許可後に、地元説明会が行われたかどうかまでは事務局では確認はしておりません。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 31番委員、事務局の説明よろしいですか。 

○31番（今村旨男君） 

 はい、わかりました。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号９番については、申請どおり許可することに決定

しました。 

 次に、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、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。 

 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。 
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 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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 先ほど北部調査会長から報告がありましたとおり、審議番号12番、13番の２件については

一体案件として申請されたものです。 

 そこで、この２件については一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この２件については一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「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12番、13番の２件については、申請どおり許可す

ることに決定しました。 

 次に、議案書23ページをお開きください。 

 

      第４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４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。 
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○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 審議番号１番について、願出人は現在、約1.7ha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、経営規模拡大のために願出されたものです。 

 なお、本案件については、地区農業委員の説明などから、取得後、全ての農地を効率的に

利用すること、機械、労働力、技術、地域との関係などを見て問題がないこと、また、面積

要件も満たしていることから、別添の調査書のとおり農地法第３条第２項各号には該当して

いないため、許可要件の全てを満たすと判断し、願出どおり承認し、部会へ送ることに決定

したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、これより質疑に入ります。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、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５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・９ 

○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）所有権移転、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。 
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○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 審議番号１番から９番までの９件：45,804㎡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９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９件について、一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「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、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９番までの９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26ページから39ページまでをお開きください。 

 

      第６号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            １～51 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第６号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号１番から51番までの51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。 

 審議番号１番から51番までの51件 

   新規  23件：  224,138㎡ 

   更新  28件： 181,247.3㎡ 

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51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51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51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51番までの51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39ページから45ページまでをお開きください。 

 

      第６号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            52～68 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号52番から68番までの17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52番から68番までの17件 

   新規  ６件： 68,294.83㎡ 

   更新  11件：   50,626㎡ 

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17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17件について、一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 審議番号52番は、耕作放棄地の再生事業というふうになっておりますけれども、この農地

は何年ぐらい荒れていたかわかりますか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いします。 

○事務局（古賀康生参事兼農地係長） 

 年数は定かではございませんが、ある程度灌木が立っております。その農地の周囲がきれ
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いに耕作をされておられますので、本人からこの再生事業を利用したいということで、５年

間以上は無償でつくっていただくということで、このような申出になっています。 

 以上でございます。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 13番委員、事務局の説明よろしいですか。 

○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17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52番から68番までの17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46ページから48ページまでをお開きください。 

 

      第７号議案 非農地通知について 

            １～16 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第７号議案 非農地通知について、審議番号１番から16番までの16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番から16番までの16件について、地区農業委員による現地調査を行い、調査会

において審議したところ、異議なしということで、非農地と判断し、部会へ送ることに決定

したものです。 
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 以上で報告を終わります。 

○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16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16件について、一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。31番委員。 

○31番（今村旨男君） 

 お尋ねします。非農地になった場合、その後はどういうふうになりますか。荒れてもいい

ということですか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局、説明をお願いします。 

○事務局長（鬼﨑哲也君） 

 農地法の適用は受けないということになります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 31番委員、今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16件について、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16番までの16件については、承認するこ
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とに決定しました。 

 お諮りします。 

 第135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135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135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34分 閉会 


