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第136回佐賀市農業委員会農地部会議事録 

 

 日  時  平成29年１月18日(水) 午前９時21分～午前10時27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 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 非農地通知について 

５．閉 会 
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午前９時21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。いよいよアメリカの大統領が20日就任ということで、就任

前からいろいろ自動車産業なんかもたたかれているようでございます。今後、ＴＰＰ問題が

大詰めになると思いますが、どのようになるか、大統領の思いが変わるかどうか見極めたい

と思います。 

 農業問題もいろいろございますけれども、今年１年、皆さん健康で農作業に従事してもら

うようにお願いしたいと思います。 

 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136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７件、報告第２号 農

地法第18条合意解約通知12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４件、局長専決処分報告

第２号 農地法第５条による届出５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13件、第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請10件、第３号議案 農

地法第５条の規定による許可申請９件、第４号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転

４件、第５号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定62件、第６号議案 非農地通知に

ついて５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１月５日、北部は１月６日に行っております。 

 また、調査会については、南部が１月10日、北部が１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、

10番委員の山口明委員、18番委員の増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１番及び20ページ 農地法第５条の規定による許可申請、審議番号

５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。 
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○会長（坂井夫君） 

 それでは報告いたします。 

 第10回常設審議委員会会議報告。 

 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ついて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４条関係１件及び農地法第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 

○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７番までの７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５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 

            １～12 

○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12番までの12件について、御
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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６ページから８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。 

    〔「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10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、報告番号１番から４番までの４件に
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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２号 農地法第５条による届出 

                  １・２・３・４・５ 

○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５番までの５件に

ついて、御意見はありませんか。25番委員。 

○25番（重田音彦君） 

 報告番号の３番と４番の一体案件については、なぜこういうふうな始末書案件になってい

るのですか。面積も大きいし、ほかの件は小さい物件なんですけれども。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局、説明をお願いします。どうぞ。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 

 お答えいたします。 

 この件については、譲受人さんから始末書が提出されていますが、この届出地は、当時も

市街化区域内ですけれども、農地法の届出をしなければならないという認識がなかったとい

うことで、当時、届出をせずにこのように建築をしてしまったということです。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 25番委員、どうぞ。 

○25番（重田音彦君） 

 届出しなくて始末書だけでいいということだったら、もう農地法は要らないんじゃないで

すか。小さい面積ならですが、ある程度面積が大きいのはペナルティーがあってしかるべき

じゃないですか、どうなんですか。 

○13番（百武正幸君） 

 これに関しては、今回経営者がかわったからそういうことがわかったということでしょう。 



- 6 - 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 

 経営者の変更については把握しておりませんが、このたび届出がなされていなかったこと

が判明したため、届出をされております。 

○13番（百武正幸君） 

 これは前からの問題で、昭和58年だからですね。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 そうですね。市街化区域内ということで届出がおくれているということはあるかもしれま

せんね。 

○25番（重田音彦君） 

 昭和58年からですね。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 もう少し早目に改善してもらいたかったですね。 

○25番（重田音彦君） 

 今後はですね。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 そうですね。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） 

 ほかにないようですので、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 

            ７ 

○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７番を議題とします。 

 お諮りします。 

 この案件は、山口敏勝委員本人の案件です。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、山口敏勝委員に一時退室いただき、この案件を先に審議したいと
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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、山口敏勝委員には、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、山口敏勝委員退室してください。 

    〔26番山口敏勝委員 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７番は、普通売買の案件です。 

 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。 

 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。 

 山口敏勝委員の入室をお願いします。 
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    〔26番山口敏勝委員 入室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、議案書13ページから15ページまでをお開きください。 

 

      第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            ７を除く１～13 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号７番を除く、１番から13番までの12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番は、親族間の贈与の案件、審議番号７番を除く、２番から９番及び12番、13

番は、普通売買の案件、審議番号10番は、競売落札の案件、審議番号11番は、別世帯間の贈

与の案件件です。 

 なお、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12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12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12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番を除く１番から13番までの12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・２ 

○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、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、転用目的が「庁舎及び公民館」の農振除外の決定を経た案件で、申請地

は、交通の便が良く、地域住民の活動拠点として適地であることから、公民館を併設した支

所庁舎を移転建築する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、「許可しうる」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「農家住宅の拡張」の農振除外の決定を経た案件で、申請人

は、申請地の隣接地に居住していますが、住宅敷地の一部として利用している申請地が、農

地であることが判明したため、適法化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
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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、「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、２番について、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
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しました。 

 次に、議案書16ページから18ページまでをお開きください。 

 

      第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

            ３・４・５・６・７・８・９・10 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号３番から10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。 

 審議番号３番から６番は、転用目的が「埋蔵文化財試掘」の一時転用の案件で、申請地は

貸店舗敷地として転用される計画ですが、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、審議番号３番、４番、６番については、「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）。 

 審議番号５番については、「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、審議番号３番、４番、６番については、「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）。 

 審議番号５番については、「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７番は、転用目的が「植林」の案件で、申請地は周囲を山林に囲まれ、日照の悪

い農地であったため、昭和60年頃に亡き母が、農地法の手続きが必要とは知らずに植林を

行ってしまったもので、今般、適法化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。 
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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「農家住宅」の農振除外の決定を経た案件で、申請人は実家

に居住しながら、独立営農していますが、今般、結婚を機に、農家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、代替地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」であり、第１種農

地イの（ア）のａ。 

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

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

（イ）のｃの（ｅ）と決定しております。 

 審議番号９番は、転用目的が「植林」の案件で、申請地は山間部の日照の悪い農地であり、

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10番についても、転用目的が「植林」の一部農振除外の決定を経た案件で、申請

地は山間部の棚田で、水不足になることが多く、耕作用機械の進入も難しいうえ、猪被害も

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

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 以上のことから、審議番号３番から10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３番から６番までの４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３番から６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、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。13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 審議番号７番と９番、10番は植林案件となっておりますが、事業費自体がゼロ円とか17千

円とか、少額かゼロということになっておりますけれども、これは本人手出しなしで植林は

全部やっていただけるわけですか。 
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○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） 

 そうだと思います。本人手出しは苗木代だけだと思いますけど、事業費として上がってい

ない人は自分で育てていらっしゃるか、買わずに誰か相談できたかということだろうと思い

ます。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 13番委員、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。 

    〔「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７番については、申請どおり許可することに決定

しました。 

 次に、審議番号８番について、質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、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。 
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 次に、審議番号９番について、質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「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、議案書19ページ及び20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・６ 

○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番は、転用目的が「寺院の拡張」の農振除外の決定を経た案件で、申請人は、
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檀家数約140戸の宗教法人で、分家の方々より、新規に墓を建てたいとの要望があるため、

墓地を拡張すべく、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。 

 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２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、医療施設及び介護事業所を経営していますが、現在の職員駐車場に介護事業所

を増築するにあたり、駐車場が不足するため、転用申請されたとのことです。 

 申請人に、申請地北側及び東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、

併せて水の流れを良くするような手立てをしたい旨の回答がありました。 

 また、申請地への盛土の搬入経路について確認したところ、病院の東側県道から病院敷地

を通り、仮設の橋を利用して造成を行うとのことで、また、運搬車両については４ｔ車を使

い、交通安全には特に注意するとの回答を得ました。 

 さらに、申請地西側の里道について、コンクリート張り等の予定があるのかを確認したと

ころ、計画区域以外であり、予定はしていないが、今後、地元からの要望があれば検討した

い旨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３番についても、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。 
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 申請人は、幼稚園を運営していますが、認定こども園への移行に伴い、園児数が増員とな

るため、既存の駐車場では手狭であることから、駐車場を拡張すべく、申請されたとのこと

です。 

 申請人に、申請地南側の水路敷地が、現在、埋まった状態になっていることについて確認

したところ、管理者である佐賀市河川砂防課と協議をした結果、現時点で水の流れに問題が

ないため、水路復旧の必要はなく、払い下げもできない旨の説明を受けているため、今後は

申請人で草刈り管理を行う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、「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」であるため、第３種農地エの（ア）のａの（ａ）。 

 許可基準は、「許可しうる」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４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、近隣に小学校や商業施設があるため、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、申請地西側水路部分の土留め工事について確認したところ、Ｌ型擁壁の設置を

計画しているが、造成時に地盤調査を行い、必要な場合はＬ型擁壁の下に支持杭を打設した

いとの説明を受けました。 

 また、西側水路とＬ型擁壁との間の約１ｍの残地部分については、開発道路に隣接する緑

地帯と併せて、申請人が管理をする旨の回答を得ました。 

 さらに、委員から、造成工事にあたっては、交通安全には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的施設

が連たんしている農地」であるため、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。 
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 審議番号５番は、転用目的が「建売分譲住宅」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、住環境も良いことから、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、申請地南側の田への影響について確認したところ、今回、同時に畑として、同

じ高さまで嵩上げする計画であるため、この南側農地の耕作に影響はない旨の回答を得まし

た。 

 また、申請地東側水路の境界部分の工事について確認したところ、板柵護岸を設置する際

に、併せて泥土の浚渫も行う旨の説明がありました。 

 さらに、申請地西側の県道は通学路でもあるため、造成工事の際の安全性について確認し

たところ、交通安全には十分に留意するとの回答を得ました。 

 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、「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６番は、転用目的が「通路」の農振除外の決定を経た案件で、申請人は、現在、

申請地東隣の宅地で住宅建築を行っていますが、既存の出入り口部分が狭いため、申請地を

宅地への進入路として利用したく、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。 

 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。 

 以上のことから、審議番号１番から６番までは、申請どおり許可相当として部会へ送るこ
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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。 

 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、審議番号４番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、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。 
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 次に、議案書21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 

            ７・８・９ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号７番から９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７番は、転用目的が「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、申請地の隣接地で太陽光発電事業を行っていますが、管理用車両の通行にあた

り、南側道路の幅員が狭く危険であるため、申請地北側に計画されている県道バイパスの開

通後は、北側から安全に進入したいと考え、申請地を駐車場として利用したく、申請された

ものです。 

 申請人に、県道バイパスの開通までの管理用車両の通行について確認したところ、バイパ

ス開通までは従来どおり南側道路の通行を考えており、交通安全には十分に注意するとの回

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、「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、閑静な集落内にあり、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、申請地西側の住宅購入者が直接西側市道からの出入りを希望した場合について
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確認したところ、転用事業者である申請人が道路占用等の必要な手続きを行うとの回答を得

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９番についても、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、交通の便が良く、居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、地元からの排水同意が得られていないことについて確認したところ、申請人と

地元住民の一人との間で、個人的な問題が発生しているため、地元から、その問題が解決す

れば同意できる旨の説明を受けているとのことでした。この排水問題については、現地調査

会において隣接農地等への影響について確認を行い、調査会において影響はないものと判断

をしました。 

 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。 

 以上のことから、審議番号７番から９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７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７番については、申請どおり許可することに決定

しました。 

 次に、審議番号８番について質疑に入ります。質疑ございませんか。13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 図面の29ページに、里道の同時利用地というふうに書いてありますが、これは払い下げを

受けての同時利用ですか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いします。 

○事務局(古賀亮一農事係主事) 

 こちらの里道については払い下げを受けないで、今後もそのまま里道として残ります。た

だ、開発道路と一体的に利用するため、舗装されます。 

○13番（百武正幸君） 

 そういう意味の同時利用ですね。 

○事務局(古賀亮一農事係主事) 

 はい、そうです。 

○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（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。 

    〔「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。 

    〔「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、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・３・４ 

○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。 

 審議番号１番から４番までの４件：18,392㎡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。 
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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４件について、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○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、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４番までの４件については、計画案どお

り承認することに決定しました。 

 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）利用権設定 

○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６番及び８番の２件を議題

とします。 

 お諮りします。 

 この２件については、私が代表を務める法人の案件です。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２件を先に審議することに決定しました。 
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 それでは、この２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６番、８番の 

   新規   ２件： 35,250 ㎡ 

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。 

○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〕 

○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〕 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この２件について、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６番、８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。 

 大園部会長の入室をお願いします。 
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    〔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34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 

            ６・８を除く１～47 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号６番、８番を除く、審議番号１番から47番までの45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６番、８番を除く、審議番号１番から47番までの45件 

   新規  12件： 80,017.3 ㎡ 

   更新  33件：  195,976 ㎡ 

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45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45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45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。 



- 28 - 

    〔「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、８番を除く、審議番号１番から47番までの

45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34ページから38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 

            48～62 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号48番から62番までの15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48番から62番までの15件 

   新規  ６件： 50,322 ㎡ 

   更新  ９件： 53,462 ㎡ 

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15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15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） 



- 29 - 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この15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48番から62番までの15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ページをお開きください。 

 

    第６号議案 非農地通知について 

          １・２・３・４・５ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第６号議案 非農地通知について、審議番号１番から５番までの５件を議題とします。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 審議番号１番から５番までの５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。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

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

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

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

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 
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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５件について、非農地と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、非農地とす

ることに決定しました。 

 お諮りします。 

 第136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136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136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27分 閉会 


