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第137回佐賀市農業委員会農地部会議事録 

 

 日  時  平成29年２月17日(金) 午前９時23分～午前10時58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 

    第３号 買受適格証明願（転用目的） 

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 買受適格証明願（耕作目的） 

  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 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 

  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13条の規定による変更申出（用得区分の変更） 

  第10号議案 農振法第10条の規定による変更申出 

５．閉 会 
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午前９時23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。昨日は、北部九州では春一番が吹いたとテレビで

報道されていました。一雨ごと、段々春めいてくるんじゃないかなという気がいたします。 

 また、皆さん御存じのとおり、確定申告の時期ということで、今日も大和支所にも大分お

見えになっているということでございます。申告のほう、なるだけ早目にされてください。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、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137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６件、報告第３号 使用貸借解約通知３件、局長専決処分報告

第１号 農地法第４条による届出５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、局長専決処分報告第３号 買受適格証明願（転用目的）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10件、第２号議案 買受適格証明願（耕作目的）

１件、第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請１件、第４号議案 農地法第５条の

規定による許可申請８件、第５号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転11件、第６号

議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定45件、第７号議案 非農地通知について２件、

第８号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）17件、第９号議案 農振法第13条

の規定による変更申出（用途区分の変更）49件、第10号議案 農振法第10条の規定による変

更申出10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２月７日、北部は２月８日に行っております。 

 また、調査会については、南部が２月９日、北部が２月10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、

22番委員の秀島委員、24番委員の江口委員の両名を指名します。 

 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。 
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 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ページ及び４ページをお開きください。 

 

      報告第２号 農地法第18条合意解約通知 

            １・２・３・４・５・６ 

○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５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・２・３ 

○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〕 
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○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ページ及び７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 

○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。 

    〔「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３号 買受適格証明願（転用目的・市街化区域内） 

                  １・２ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 局長専決処分報告第３号 買受適格証明願（転用目的・市街化区域内）、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。 
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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 

○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、２番は、普通売買の案件です。 

 委員より審議番号２番の対価が安価であるとの意見があり、それに対し地区農業委員から、

譲渡人は、現在、判断能力の低下により、被補助人となっており、耕作もできる状況ではな

いことから、代理人である補助人がこの農地の処分について、買受人を探していた中で、今

回、申請地の近くを耕作している譲受人との話が整い、この価格になったとの説明がありま

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。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この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、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、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 

            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５番を除く、３番から10番までは、普通売買の案件、審議番号５番は、親族間の

贈与の案件です。 

 審議番号９番、10番については、「新規就農」の案件であるため、調査会において申請人

による説明を求めました。 

 申請人は、現在、パンやケーキ等食料品の製造・販売業を営み、佐賀県内で約10店舗ほど

を経営されていますが、地元の特産品になるようなお菓子の原材料となる卵を得るため、養

鶏を始めることを計画し、その飼料等の作物を自作したく、申請されたとのことです。 

 申請人に、取得する農地の耕作体制について確認したところ、管理協力者である譲渡人か

らの協力を仰ぎながら、申請人本人と子供、農業経験者１名を中心に耕作していくとの説明

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、
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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８件については、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この８件について、一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この８件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号３番から10番までの８件については、申請どおり

許可することに決定しました。 

 次に、議案書13ページ及び14ページをお開きください。 

 

      第２号議案 買受適格証明願（耕作目的） 

            １ 

      第３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 買受適格証明願（耕作目的）、審議番号１番及び第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番を議題とします。 
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 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。 

 第２号議案 買受適格証明願（耕作目的）、審議番号１番及び、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番は、申請人が同一の案件で、農地法第４条の許可を

得ることにより、買受適格証明願（耕作目的）の全部効率利用要件を満たすことになるため、

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。 

 買受適格証明願（耕作目的）審議番号１番について、願出人は、現在、約６反を耕作され

ており、願出地は、自宅から比較的近くにあることから、経営規模拡大のために願出された

ものです。 

 願出人に、願出地内にある植木等の撤去について確認したところ、所有者と協議を行い、

所有者が植木等の所有権を放棄する場合は、自らの負担で撤去を行い、野菜を耕作したい旨

の回答を得ました。 

 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

いないため、許可要件の全てを満たすと判断しました。 

 また、農地法第４条の規定による許可申請 審議番号１番については、転用目的が「農家

住宅の敷地拡張」の案件で、申請人は、申請地の隣接地に居住していますが、手続きが必要

とは知らずに、申請地を平成６年頃に住宅敷地の一部として造成し、農業用機械置場等とし

て利用してきたとのことで、今般、適法化のために申請されたものです。 
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 申請人の説明などから、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。 

 以上のことから、この２件については、願出及び申請のと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２号議案 買受適格証明願（耕作目的）審議番号１番に

ついては、願出どおり承認及び第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４号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            １・２ 

○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、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。 



- 10 - 

○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「分家住宅」の案件で、申請人は、現在、家族４人で借家に

居住していますが、今般、実家に近い申請地に分家住宅の建築を計画され、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番は、転用目的が自家用車の「駐車場」の案件で、申請人は、自宅敷地が狭い

ため、近くの土地を借りて駐車場としていたとのことですが、今般、その借地を返却するこ

とになったため、申請地を駐車場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、代替性や転用面積の必要性、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。 

 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） 
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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、議案書15ページから17ページまでをお開きください。 

 

      第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            ３・４・５・６・７・８ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号３番から８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３番は、転用目的が「事務所兼用住宅」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。 

 申請人は、塗装業を営みながら妻の実家に家族５人で居住し、事務所を構えていますが、

子供の成長に伴い手狭となったため、今般、事務所を兼ねた住宅の建築を計画したところ、

申請地は、交通の便が良く、住環境も良いため、適地と判断し、転用申請されたものです。 
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 申請人に、申請地の周辺は農家世帯が多く、周辺で農作業が行われることで、農家に対す

る苦情が懸念されることから、これについて確認したところ、農家が多いことは承知してお

り、周辺で農作業が行われることを理解し、トラブルが起きないよう、地元と協調していき

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、また、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番及び５番は、転用目的が「太陽光発電設備」の案件、審議番号６番は、その

工事を行うための「通路」の案件であるため、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、発電事業を行っていますが、申請地は、事業に必要な面積が確保でき、日当た

りも良く効率的に発電できるため、適地と判断し、転用申請されたものです。 

 また、通路については、太陽光発電設備の建設工事を行うにあたり、工事用車両の通行が

必要なため、申請地を仮設通路として利用したく、一時転用申請されたものです。 

 申請人に、申請地から東側水路への土砂等の流出があった場合の対応について確認したと

ころ、申請人自らが清掃などを行い、水路機能を損なわないよう適切に管理するとの回答を

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、いずれの案件も「中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていな

い小集団の生産性の低い農地」であり、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７番は、転用目的が「一般住宅」の案件で、申請人は、家族と共に借家に居住し

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、
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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

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番についても、転用目的が「一般住宅」の案件で、申請人は、自衛隊に勤務し、

家族と官舎に居住していますが、今般、佐賀県への転勤となったため、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。 

 以上のことから、審議番号３番から８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、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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 
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 次の審議番号４番から６番までの３件については、一体案件として申請されたものです。 

 そこで、この３件については、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ござ

いませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

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

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この３件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号４番から６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、審議番号７番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、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。 
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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、議案書18ページ及び19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 

○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番までの８件：34,163㎡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。 



- 16 - 

 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１番から８番までの８件については、計画案どお

り承認することに決定しました。 

 次に、議案書19ページ及び20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 

            ９・10・11 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号９番から11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９番から11番までの３件：7,530㎡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〕 

○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。 
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 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〕 

○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番から11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。 

 次に、議案書21ページから27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 

            １～27 

○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27番までの27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27番までの27件 

   新規  ８件： 39,793.6㎡ 

   更新  19件： 134,320㎡ 

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27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27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。 
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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27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 27 番までの 27 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27ページから33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 

            28～45 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号28番から45番までの18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28番から45番までの18件 

   新規  ７件： 84,995 ㎡ 

   更新  11件： 44,454 ㎡ 

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18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） 
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 異議なしと認めます。よって、この18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18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28番から45番までの18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ページをお開きください。 

 

      第７号議案 非農地通知について 

            １・２ 

○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、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、２番の２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〕 
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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、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、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、２番の２件については、非農地とすることに決定しました。 

 次に、議案書35ページから37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・２・３・４・５・６・７・８・９ 

○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９番までの

９件を議題とします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 審議番号１番及び２番は、同一法人の除外目的が「病院の敷地拡張」と「駐車場」の案件、

審議番号３番は、審議番号１番、２番と代表者が同じ、関連法人の「駐車場」の案件で、い

ずれも一体的に造成を行う計画となっていることから、一括審議・一括採決とし、委員によ

る現地調査を行いました。 

 農業振興課からの説明などによると、申出人は、病院及び介護関連施設を運営しておりま

すが、現在、職員用駐車場が不足していることから、各自で駐車場を借りているとのことで、

今般、申出人が既存施設を拡張する形で、集約した駐車場を整備したく、申出されたもので

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

認できるものと判断しました。 

 農地区分は、いずれも「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」であるため、甲

種農地ウの（ア）のａ。 

 許可基準は、審議番号１番については、「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、審議番号２番、３番については、「住宅その他周辺の地域において居住

する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの（ただし、敷地

面積は概ね500㎡を超えないもの）」に該当するため、甲種農地ウの(イ)のｃと決定してお

ります。 

 審議番号４番は、除外目的が、「農家住宅の敷地拡張」の案件で、農業振興課の説明など

によると、申出人は、相続登記にあたり土地の調査をしたところ、申出地を自宅敷地の一部

として利用していた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を行い、許可なく転

用されたことについても、悪意は認められず、承認できるものと判断しました。 

 農地区分は、「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５番も、除外目的が「農家住宅の敷地拡張」の案件で、農業振興課の説明などに

よると、申出地は、以前、市道だったところを土地改良事業により換地されたもので、申出

人が土地の調査を行った際、申出地が自宅敷地の一部として利用されてきたことが判明した

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の確認を行い、許可なく

転用されたことについても悪意は認められず、承認できるものと判断しました。 

 農地区分は、「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。 
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 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「薬局の移転」の案件であるため、委員による現地調査を行

いました。 

 農業振興課からの説明などによると、申出人は、薬局を経営していますが、既存の敷地で

は手狭になっており、また、現在、連携をとっている病院が移転するため、病院に隣接する

申出地に薬局を移転したく、申出されたものです。 

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

認できるものと判断しました。 

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

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

（ア）のａ。 

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

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

に該当するため、甲種農地ウの(イ)のｃと決定しております。 

 審議番号７番は、除外目的が「鉄塔用地」の案件で、農業振興課からの説明などによると、

申出人は、申出地を昭和48年から鉄塔用地として利用してきましたが、今般、申出地部分に

対してコンクリート打設を行っ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、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、この案件は「農地法第５条第１項第７号及び農地法施行規則第53条第11号」に該当

するため許可不要となっております。 

 審議番号８番は、除外目的が「漁家住宅の敷地拡張」の案件であるため、委員による現地

調査を行いました。 

 農業振興課からの説明などによると、申出人は、海苔養殖業を営んでいますが、現在、自
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宅より離れた借地で漁業用資材を保管しており、十分な管理ができていないため、管理が容

易となる自宅の隣接地に移設したく申出されたものです。 

 委員から、申出地への乗入れ方法についての質問があり、農業振興課の担当者より、申出

人は、現在、申出地南西の橋を乗入口としているが、橋の幅が狭く、資材用トラックでの乗

入れが難しいため、橋の架け替えを含め、拡幅することを検討されているとのことで、土地

改良区とも協議中であるとの説明を受けました。 

 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、「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「農家住宅の敷地拡張」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、平成17年に

住宅を建替えた際に、申出地まで誤って造成し、今まで通路及び作業場等として利用してき

た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。 

 以上のことから、審議番号１番から９番までは、申出どおり承認し、部会へ送ることに決

定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 ありがとうございました。 

 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１番から３番までの３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３番までの３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４番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申出どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、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〕 
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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。 

 次に、審議番号７番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申出どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号７番については、申出どおり承認することに決定

しました。 

 次に、審議番号８番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 
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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８番については、申出どおり承認することに決定

しました。 

 次に、審議番号９番について質疑に入ります。質疑ございませんか。26番委員。 

○26番（山口敏勝君） 

 議案書の施設の概要に牛舎と書いてありますけど、現在何か飼っていらっしゃるんですか、

牛の種類は何ですか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 南部調査会長。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 この間の話では飼っておられると。酪農だったですか、まだ牛舎はあったようです。 

○26番（山口敏勝君） 

 もう少し詳しくお願いします。 

○27番（志津田和己君） 

 私の方から説明いたします。 

 今、実態は牛はいないですけれども、牛舎はあります。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 牛はいないのに牛舎はあるんですか。 

○27番（志津田和己君） 

 まだ完全に撤退したわけじゃなく、私も現地を見に行きましたけど、牛を飼われていたお

父さんの方が病気がちで今、手が回らないでおられるようです。まだ牛舎は残されておりま

す。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 26番委員、27番委員の説明でよろしいですか。 

○26番（山口敏勝君） 

 はい、いいです。 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 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、議案書38ページから40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届出（除外） 

            10・11・12・13・14・15・16・17 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号10番から17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10番から12番までは、除外目的が「保育園」の案件で、一体案件として申出され

たものであるため、一括審議・一括採決とし、委員による現地調査を行いました。 

 農業振興課からの説明などによると、申出人は、子育て支援等を目的とする特定非営利活

動法人で、保育園を通して社会貢献したいと考え、新たに保育園の建築を計画したところ、

申出地は、子育て世帯にとって利便性の高い場所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、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確認し、承認で

きるものと判断しました。 

 農地区分は、「概ね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地」であるため、第１

種農地イの（ア）のａ。 

 許可基準は、「住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上
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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「農家住宅の移転」の案件で、農業振興課の説明などによる

と、市道整備事業の収用移転先として、申出人から、ほ場整備事業鍋島東地区内に設けても

らいたいとの要望を受け、鍋島東土地改良区及びほ場整備事業の事業主体である佐賀県等が

協議を行った結果、ほ場整備事業区域の端の部分である申出地を移転先として、非農用地区

域の設定がなされたため申出されたものです。 

 その他、代替性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14番は、除外目的が「住宅兼作業所の移転」の案件で、農業振興課の説明などに

よると、審議番号13番と同様、市道整備事業の収用移転先として、買収予定者から、ほ場整

備事業鍋島東地区内に設けてもらいたいとの要望を受け、鍋島東土地改良区及びほ場整備事

業の事業主体である佐賀県等が協議を行った結果、ほ場整備事業区域の端の部分である申出

地を移転先として、非農用地区域の設定がなされたため、申出されたものです。 

 その他、代替性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15番は、除外目的が「認定こども園の敷地拡張」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、認定こども園を運営していますが、園児
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の増加と、制度新設に伴う職員の増加により駐車場が不足しており、また、子供達が自然と

触れ合える場所を設けたいと考え、敷地の拡張を計画し、申出されたものです。 

 委員から、申出地東側の道路は、道幅が狭く、農業者を含め地域の方々が多く利用してい

るため、なるべくこの道路からの出入りが無いような対策を申出人に検討していただくよう

意見が出されました。 

 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16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、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確認し、承認で

きるものと判断しました。 

 農地区分は、「概ね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地」であるため、第１

種農地イの（ア）のａ。 

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

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

（イ）のｃの（ｅ）と決定しております。 

 審議番号17番は、除外目的が「既存施設の拡張」の案件で、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、土木工事業を営んでいますが、事業拡大に伴

い既存敷地が手狭になったため、申出地を従業員駐車場や資材置場等として拡張したく、申

出されたものです。 

 委員から、申出地と東側道路との間について、張り芝等で法面が崩れないような対策を申

出人に検討していただくよう意見が出されました。 
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 その他、周辺への被害防除計画や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」であるため、甲種農地ウの

（ア）のａ。 

 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10番から17番までについては、申出どおり承認し、部会へ送る

ことに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 先ほど北部調査会長から報告がありましたとおり、審議番号10番から12番までの３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。27番委員。 

○27番（志津田和己君） 

 申出人は、ＮＰＯ法人○○○ということですが、この調書を見ますと、今まで保育園経験

がないようですので、○○○といいますと、時々小規模老人ホームなんかで似たような名前

を聞く時がありますが、今、保育園は待機児童を抱えて、保育園が新しくできるということ

は非常にいいことだと思いますが、例えば、どこの保育園も保育士が不足して園児をなかな

か受け入れられないのが現状なんですよね。そういう中で、ここに職員を新たに23名確保す

る計画となっておりますが、保育園の場合は、職員のほとんど９割方が保育士なんです。こ

の辺の保育士の確保のめどが立っているのかですね。実績が何もない中で、保育園をつくる
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ことは私は非常にいいことだと思いますが、この辺のことを、もうちょっと内容的にわかり

ましたら御説明をお尋ねしたいんですけど、いかがでしょうか。 

○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（古賀亮一農地係主事） 

 今回の申出人は、現在、佐賀市内で小規模ですけど、保育園を経営されております。職員

数が23名ということですけれども、これくらいの保育士を確保できる見通しが立った上で申

出をされていますので、問題はないと思います。 

○27番（志津田和己君） 

 普通、保育園の場合は社会福祉法人が多いですね。幼稚園、認可保育園なんかは、学校法

人とかが多いんですよね。これはＮＰＯ法人ということでなされるということですね。認可

保育が取れないということは国の補助が余りないということですよね。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 

 今の申出自体は、申出人がＮＰＯ法人、除外目的が保育園という形になっていますけれど

も、転用申請時には、きちんと社会福祉法人化をして、目的も認定こども園ということで認

定を取られて申請をされる予定になっています。 

○27番（志津田和己君） 

 後々は、そういうふうな計画をなさっているわけですね。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 

 はい。今、社会福祉法人化に向けて手続き中ということです。 

○27番（志津田和己君） 

 私はそこが一番心配だったんですよね。それを取らないと国の補助がないものですから、

認定こども園の場合はほとんど国の補助なんですよ。それで運営できるんですけど、それを

取らないと、今までの一般の幼稚園なんかが補助がなかったんですよ、ごく一部はあったん

ですけど。それで、保育園が園児数が極端に少なくなったものですから、認定こども園とい

うことで、今、ほとんどが幼稚園業務と保育園業務の２本立てになってきているんですね。 

 わかりました。そこが一番、私がお尋ねしたかったところです。 



- 32 - 

○農地部会長（大園敏明君） 

 27番委員、今の事務局の説明でよろしいですか。 

○27番（志津田和己君） 

 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。13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 保育園の東側が水田という形で、私も保育園のそばを耕作したことがあったものですから、

なかなか昼休み時間とか昼寝の時間とかいろいろあって、やっぱり機械等の作業は非常に気

を遣うわけですよね。できれば、そういった場合、隣接農地との話し合い、今の除外の案件

ではそこまでできているかどうかわからないですけど、その辺、もしよかったらお話を聞か

せていただきたいと思いますけれども。 

○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） 

 この除外の申出をされる際に、隣接農地の同意ということで、東側田の所有者からは事前

に承諾が取られていますが、これからそういった苦情も懸念されると思いますので、隣接農

地の所有者と話し合いをしていただくよう、これから農業振興課を通して、申出人に伝えて

いきたいと考えております。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 13号委員、今の説明でわかりましたか。 

○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３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10番から12番までの３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。 

○農地部会長（大園敏明君） 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 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。 

 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、審議番号15番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申出どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 異議なしと認めます。よって、審議番号15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16番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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16番については、申出どおり承認することに決定

しました。 

 次に、審議番号17番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申出どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号17番については、申出どおり承認することに決定

しました。 

 次に、議案41ページから57ページまでをお開きください。 

 

      第９号議案 農振法第13条の規定による変更届出（用途区分の変更） 

            １～49 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第９号議案 農振法第13条の規定による変更届出（用途区分の変更）審議番号１番から49

番までの49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１番から49番までについては、用途変更の目的が「藻類培養施設用地の造成」の

案件で、一体案件として申出されたものであるため、一括審議・一括採決とし、委員による

現地調査を行いました。 

 農業振興課及びバイオマス産業都市推進課からの説明などによると、佐賀市では、平成26

年に国から「バイオマス産業都市」の認定を受け、地域のバイオマスを活用した新産業の創

出と、地域循環型の環境にやさしい街づくりを推進していますが、今般、市清掃工場から排

出される二酸化炭素を利用した藻類培養企業の誘致に際し、地域振興策として申出地の造成

を行い、企業へ売却することを計画し、申出されたものです。 

 申出地内で、地下水を使用する計画となっているため、既に地下水を使用している近隣企

業への影響について確認したところ、申出地の方が下流域であるため影響ないと考えるが、

水脈の深さを変えるなど、地下水使用については、再度、進出企業に検討していただくとの

ことでした。 

 また、申出地一帯は、遊水地域であり、大雨の際は、東側を流れる河川の水が逆流してく

ることもあるため、申出地が造成されることによる影響について確認したところ、申出地全

体をブロック積みで囲み、貯水機能を持たせ、同時に付替改修予定である尼寺雨水幹線水路

沿いに約5.4haの調整池を新たに設ける計画となっており、また、内水排除用ポンプを設置

し、河川の水位が高い時には、河川からの逆流をゲートで防いだ上で、ポンプにより河川へ

強制排水する計画であり、今回の造成による周辺農地への影響はないものと考えるが、今後

も地元と協議しながら進めていきたいとのことでした。 

 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確認し、承認で

きるものと判断しました。 

 農地区分は、いずれも「佐賀市が定める農業振興地域整備計画において農用地区域内にあ

る農地」であるため、農用地アの（ア）。 

 なお、この案件は、「農地法第５条第１項第１号」に該当するため、許可不要となってお

ります。 

 以上のことから、審議番号１番から49番までについては、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。 
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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。 

 先ほど北部調査会長から報告がありましたとおり、この49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49件については、一括審議・一括採決とし、また、この内、審議番号32番、

33番の２件は吉田委員本人の案件であり、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、吉田委員に一時退室いただき、この49件について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、一括審議・一括採決とし、また吉田委員には、一時退室い

ただき、この49件について審議することに決定しました。 

 それでは、吉田委員退室してください。 

    〔43番吉田委員 退室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。２番委員。 

○２番（秋吉良太君） 

 せっかく議員さんがいらっしゃるわけですから、議員さんにお尋ねしたいんですが、この

案件について、議会のほうではどういった経緯で進んでいるのか、お話があっているのかど

うか、その辺を少しお話しいただければと思います。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 25番委員、お願いします。 

○25番（重田音彦君） 

 はい、わかりました。 

 議会では、一昨年ぐらいからいろいろ説明があって、この事業自体がなかなかわかりにく

いというか、そういう部分もあって、何回も所管であります建設環境委員会で現地調査とか

いろいろやられて、全てを理解しているというわけにはいかないと思いますけど、ある程度

進めていいよという感じで、議会の方では理解しております。 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 ２番委員、今、25番委員の説明がございましたけど、よろしいですかね。 

○２番（秋吉良太君） 

 はい、わかりました。ありがとうございました。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ほかにございませんか。13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 関連してですけれども、これは、佐賀市が土地を譲り受けて、進出企業に売却するわけで

すから、その場合の市のリスクというのはあるわけですか。事業そのものが破綻した場合、

佐賀市はただ単なる土地の仲介人であって、何もそういうリスクは負わないんですか、どん

なでしょうか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 はい、25番委員。 

○25番（重田音彦君） 

 土地のリスクについては、向こうがちゃんと責任持ってやるということですけど、事業自

体が、進出企業と、ごみ処理場の事業とのセットになるから、もう一蓮托生というか。だか

ら、もしもといった話はやっぱりいろいろ議会の中からも出るんですよね。ただ、この事業

自体が画期的なものというか、日本でも先駆けて取り組んで、そのリスクというのは絶対な

いとは言えませんが、佐賀市がバイオマス産業都市として認定されて、その先駆的な取り組

みで行う目玉事業だから、そういうリスクもあるけど進めていこうという感じで議会として

は理解しております。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 13番委員、よろしいでしょうか。 

○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） 



- 38 - 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この49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49番までの49件ついては、申出どおり承

認することに決定しました。 

 吉田委員の入室をお願いします。 

    〔43番吉田委員 入室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、議案書58ページから60ページまでをお開きください。 

 

      第10号議案 農振法第10条の規定による変更申出 

            １・２・３・４・５・６・７ 

○農地部会長（大園敏明君） 

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

題とします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 審議番号１番から７番までについて、調査会において審議したところ、申出どおり承認し、

部会へ送ることに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

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

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

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

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この７件について、申出どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号１番から７番までの７件については、申出どおり

承認することに決定しました。 

 次に、議案書60ページ及び61ページをお開きください。 

 

      第10号議案 農振法第10条の規定による変更申出 

            ８・９・10 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号８番から10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８番から10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〕 

○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。 
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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３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８番から10番までの３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137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137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137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58分 閉会 


