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第140回佐賀市農業委員会農地部会議事録 

 

 日  時  平成29年５月19日(金) 午前９時23分～午前10時47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 農用地利用配分計画（案）に対する意見の決定について 

  第７号議案 非農地通知について 

５．閉 会 

 

午前９時23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。連日暑い日が続いています。おかげさまで平坦部の麦も大分

色づいてきました。そろそろ麦刈りかなと思います。その中で農機具等の事故等が毎年あっ

ているようでございます。十分気をつけてください。 

 先ほど報告のとおり、本日の出席委員は18名で定足数に達しておりますので、ただいまよ
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り第140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３件、報告第２号

農地法第18条合意解約通知14件、報告第３号 使用貸借解約通知７件、局長専決処分報告第

１号 農地法第４条による届出２件、局長専決処分報告第２号 農地法第５条による届出３

件、議案としては、第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請６件、第２号議案 農

地法第４条の規定による許可申請６件、第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請17

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

計画（案）利用権設定546件、第６号議案 農用地利用配分計画（案）に対する意見の決定

について１件、第７号議案 非農地通知について２件。 

 ここで皆さんに報告します。 

 現地調査については、南部は５月８日、北部は５月９日に行っております。 

 また、調査会については、南部が５月10日、北部が５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、

36番委員の伊東顯委員、38番委員の中村委員の両名を指名します。 

 それでは、今回、常設審議委員会に意見を求めた、議案書15ページの農地法第５条の規定

による許可申請、審議番号２番、16ページ、17ページ、審議番号４番及び５番、19ページ、

審議番号９番、20ページ、21ページ、審議番号12番及び13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。 

○農業委員会会長（坂井夫君） 

 報告いたします。 

 

 第14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、3,000㎡超、あるいは1,000㎡以上3,000㎡

以下、いずれもございません。 

 農地法第５条の規定による意見聴取について４件、3,000㎡超４件、1,000㎡以上3,000㎡
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以下ありません。 

 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 

○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。 

 次に、議案書４ページをお開きください。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 報告第２号 農地法第18条合意解約通知、報告番号13番は、吉田委員本人の案件となって

おりますので、吉田委員に一時退室いただき、この案件について先に御意見をお伺いしたい

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、吉田委員には、一時退室いただき、この案件について先に

御意見をお伺い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、この案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。 

 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） 

 議案書２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 

            13を除く１～14 

○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13番を除く、報告番号１番から14番ま

での13件について御意見はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 議案書６ページ及び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・２・３・４・５・６・７ 

○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８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 
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                  １・２ 

○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、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。 

 議案書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。 

 これより議案の審議に入ります。 

 議案書10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 

○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、使用貸借の案件です。 

 なお、この案件について、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。 

 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10ページ及び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 

            ２・３・４・５・６ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号２番から６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２番から５番までは、普通売買の案件、審議番号６番は、親子間での贈与の案件

です。 

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

率的に利用すること、機械、労働力、技術、地域との関係などを見て問題がないこと、また、
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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。31番委員。 

○31番（今村旨男君） 

 審議番号５番ですが、売買価格が反当10万1,000円ということですが、この地域の相場で

すか。 

○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） 

 相場はもう少し高いと思いますけど、譲渡人と譲受人が親戚ということで、安価になって

います。 

○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、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。 
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 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２番から６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12ページ及び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・２・３ 

○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番については、転用目的が「農業施設」の用途区分の変更を経た案件で、申請

人は農業を営んでいますが、経営規模の拡大により、既存施設では手狭になったため、自己

用と合わせ、集落営農組織へも貸し出すために新たに農業用倉庫を建築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、「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)。 

 許可基準は、「用途区分の変更」に該当するため、農用地アの(イ)のｂと決定しておりま

す。 

 審議番号２番については、転用目的が「農家住宅の敷地拡張」の農振除外を経た案件で、

申請人は、農業を営んでいますが、土地の調査をしたところ、申請地が自宅敷地の一部であ

ることが判明したため、今般、適法化する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、転用面積の必要性や周辺への被害防除等について問題ない

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、「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３番についても、転用目的が「農家住宅の敷地拡張」の農振除外を経た案件で、

申請人は、申請地の北側に居住していますが、住宅の建て替えのため調査をしたところ、自

宅敷地の一部が農地であることが判明したため、今般、適法化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ついて問題

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、「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。 

 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に送るこ

とに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、これより審議番号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。 
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    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号１番については、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、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 農地法第４条の規定による許可申請 

            ４・５・６ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号４番から６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。 
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○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 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４番は、転用目的が「太陽光

発電設備」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。 

 申請地は日当たりが良いため、太陽光発電設備に適していると判断し、申請されたもので

す。 

 申請人に、パネルの搬入等に際し、申請地西側の道路幅員が狭く、脆弱な状況ではないか

との確認を行ったところ、資材の搬入については２トン車程度の車を利用し、道路の路肩保

護の為に鉄板を敷く旨の回答を得ました。 

 更に、台風などで太陽光パネルが飛ぶ恐れはないかを確認したところ、造成は行わず、整

地のみとするが、申請地にはスクリュー杭を打ち込み、その上に50センチ角程度のコンク

リート架台を設けてパネルを設置するため、強度的には問題ない旨の説明がありました。 

 また、その他の安全対策について確認したところ、子どもが侵入する恐れもあるため、道

路から１ｍ程度引いて、フェンスの設置を考えている旨の回答を得ました。 

 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５番は、転用目的が「埋蔵文化財試掘（一時転用）」の案件で、申請地は、今後、

分譲住宅として転用する計画があるため、それに先立ち埋蔵文化財の試掘調査を行いたく、

一時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、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。 
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 審議番号６番は、転用目的が「農家住宅の敷地拡張」の案件で、委員による現地調査を行

いました。 

 申請人は、みかん農家で、約９町を耕作されていますが、既存の農業用倉庫では手狭と

なっているため、新たに農業用倉庫の建築をしたく、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、被害防除計画等に

問題ないことを確認し、許可相当と判断しました。 

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

性の低い農地」であり、第２種農地カの(ア)。 

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

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 以上のことから、審議番号４番から６番までは、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。27番委員。 

○27番（志津田和己君） 

 今回の場合は文化財の試掘ということで、おそらくこの試掘費用は佐賀市が見られるん

じゃないかと思いますが、この地区は吉野ヶ里にも近いので、もし何か出てきた場合の費用

は誰が負担するのか、わかる範囲で結構ですので、教えてください。 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いします。 

○事務局（宗像 剛農地係主幹） 

 ただいまの委員の御質問につきましてですけれども、文化財の試掘については、委員の

おっしゃるとおり国庫補助等を使っての調査になります。 

 その後、出て来た場合ですけれども、基本的には原因者の負担という考え方ですが、個人

負担の場合につきましては、申しわけございません、こちらでは十分把握しておりません。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 27番委員、今の事務局の説明いかがでしょうか。 

○27番（志津田和己君） 

 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。 

    〔「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
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ました。 

 次に、議案書15ページから19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 

            １～10 

○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10番までの10件を議

題とします。 

 南部調査会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「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。 

 申請地は閑静な住宅地で、近隣に小中学校もあり、交通の便も良いことから、住宅地に適

地と判断し、申請されたものです。 

 申請人に、申請地北側の農地に通じる道路の幅員について確認したところ、現在の幅員は

２ｍ程度であるが、地元要望によりセットバックを行い、約2.9ｍの幅員を確保する旨の回

答がありました。 

 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、公共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「建売分譲住宅」の案件で、委員による現地調査を行い、調

査会において申請人説明を求めました。 

 申請地は、閑静な集落の中にあり、住環境が良いことから住宅地に適地と判断し、申請さ

れたものです。 

 申請人に、申請地西側の里道の管理について確認したところ、セットバックの予定はない
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が、現在、未舗装であるため、通行しやすくなるよう砂利敷きを行う計画であるとの回答を

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」ということで第１種農地のイの（イ）のｃの（e）

と決定しております。 

 審議番号３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、教育施設や医療施設に近く、住環境や交通の便もよいことから、住宅地に適地

と判断し、申請されたものです。 

 申請人に、申請地周辺には住宅があるため、造成工事の際の安全性などについて確認した

ところ、交通安全や工事による騒音には十分に留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」であるため、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４番及び５番は、転用目的が「条件付分譲住宅」、審議番号６番は「資材置場」

の案件で、この３件は申請人が同一で、一体的に造成されるため、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。 

 審議番号４番及び５番について、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、申請されたものです。 

 また、審議番号６番について、申請人は、建築業および不動産業を営んでいますが、現在、

資材を保管する場所がなく、支障をきたしているため、資材置場を探していたところ、申請

地は交通の便がよいことから、適地と判断し、申請されたものです。 
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 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、工事用

車両の通行は、申請地南側の国道からの進入を計画しており、ガードマンを配置するなど、

交通安全には十分に配慮するとの回答を得ました。 

 また、住宅地に隣接して資材置場を設置することによる安全対策について確認したところ、

地元との協議は済んでおり、資材置場敷地をフェンスで囲み、街灯の設置についても検討す

るなど、安全管理を十分に行うとのことでした。 

 さらに、資材置場からの騒音等に対して住宅購入者からの苦情が懸念されることから、そ

の対応について確認したところ、申請地への出入りは月に数回で、足場用のパイプやコンク

リート二次製品などを保管することとしており、周囲への配慮とともに、住宅購入者に対し

ては事前に説明を行うとのことで、問題が起きないようにする旨の回答がありました。 

 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、ともに、「中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集

団の生産性の低い農地」であるため、第２種農地カの（ア）。 

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

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 審議番号７番は、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、小学校やスーパーにも近く、国道、県道からも適度な距離に位置していること

から、住宅地に適地と判断し、申請されたものです。 

 申請人に、申請地東側及び南側水路の法面について確認したところ、杭柵護岸を設置する

際に、併せて泥の浚渫を行うとの回答を得ました。 

 また、申請地の南側には農地があり、周辺の道路は通学路にもなっていることから、造成

中の工事車両の通行について確認したところ、農作業には迷惑がかからないようにし、交通

安全にも十分に配慮するとのことでした。 

 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」であるため、第３種農地エの（ア）のａの
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（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８番は、転用目的が「漁家住宅の敷地拡張」の案件で、申請人は、海苔養殖業を

営んでいますが、自宅に隣接する農地が狭小であり、耕作も困難であることから、今後は、

自宅敷地の一部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９番については、転用目的が「農業施設」の用途区分の変更を経た案件で、申請

人は、玄海町で畜産業を営み、牛の餌となる稲わらを東与賀町内から調達されていますが、

毎回、遠距離搬送を行っていることから、町内に一時保管するための倉庫を建設し、作業の

効率化を図るべく申請されたものです。 

 この申請地については、事務局より、農振の用途区分変更の案件であるため、農業用以外

では利用できない旨を説明したところ、申請人から、稲わらを収集する時期以外は、申請地

を他の用途として利用せず、また、定期的に草刈を行うなど、周囲の農地に影響がないよう

にする旨の確約書が提出されているとのことでした。 

 また、委員から、申請地と道路との境界にある素掘りの土水路についても、適正な管理を

行うようにとの意見が出されました。 

 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、「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)。 

 許可基準は、「用途区分の変更」に該当するため、農用地アの(イ)のｂと決定しておりま

す。 

 審議番号10番は、転用目的が「グループホームの敷地拡張」の農振除外を経た案件で、調
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査会において申請人説明を求めました。 

 申請人は、知的障がい者のグループホームを運営していますが、職員の駐車場が不足して

いるため、駐車場を拡張したく、転用申請されたものです。 

 申請人に、申請地東側の道路は通学路にもなっていることから、交通の安全性について確

認したところ、交通安全には十分注意するとの回答を得ました。 

 その他、転用面積の必要性や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、許可相当と判断したものです。 

 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番から10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。 

 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） 
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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。 

 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４番から６番までの３件に

ついては、申請人が同一で、一体的に造成されるものです。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。 

    〔「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
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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 

            11・12・13・14・15・16・17 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号11番から17番までの７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３号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番号11番は、転用目的が「太陽光

発電設備」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。 

 申請人は発電事業を行っておりますが、申請地は日当たりが良いため、同時利用地と合わ

せて太陽光パネルを設置したく転用申請されたものです。 

 申請人に、同時利用地を含む申請地の、北側及び東側水路の法面保護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の協議を行い、現在、杭柵等の設置を予定している

旨の回答を得ました。 

 また、パネルを1,540枚設置するため、雨水対策について確認したところ、敷地内にＵ字

溝や溜め枡を設置し、定期的に泥上げを行い、泥水が直接水路に流れないよう対策を講ずる

旨の回答を得ました。 
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 さらに、申請地は中学校に近く、周囲の通学路は幅員が狭いため、交通安全対策について

確認したところ、自治会長や生産組合長から、工事車輌の通行時間については、午前10時か

ら午後３時までに限るように要請されている旨の説明がありました。 

 その他、代替性や転用実施の確実性、転用面積の必要性、周辺への被害防除計画等につい

て問題ないことを確認し、許可相当と判断しました。 

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

性の低い農地」であり、第２種農地カの（ア）。 

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

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 審議番号12番、13番は、転用目的が「保育園の敷地拡張」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。 

 申請者は、保育園を運営していますが、現在借地している駐車場を地権者に返還すること

に加え、常時駐車場不足な状況で、保育園行事の際には、路上駐車等が発生しており、近隣

に迷惑をかけていることから、今般、駐車場の拡張を行いたく、転用申請されたものです。 

 申請人に、造成工事の際の安全について確認したところ、事故が起きないよう配慮して工

事を行う旨の回答を得ました。 

 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、「中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産

性の低い農地」であり、第２種農地カの（ア）。 

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

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 審議番号14番は、転用目的が１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、近隣に小学校があり、交通の便も良いため、住宅地に適していると判断し、申

請されたものです。 

 申請人に、申請地西側の市道は通学路であるため、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旨の回答を得ました。 
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 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、その他の公共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15番から17番までは、転用目的が「店舗の敷地拡張」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、平成27年10月に転用許可を受けて、申請地の隣接地に料理店を建築しましたが、

見込み以上の来客があり、現在、駐車場が不足している状況にあるため、今般、駐車場の拡

張をしたく、転用申請されたものです。 

 申請人に、申請地西側の里道は農家が利用しているため、工事の際の通行について確認し

たところ、農家利用を優先し、工事に際しては交通安全に十分に留意する旨の説明を受けま

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、「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11番から17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） 
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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番及び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番及び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、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14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15番から17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15番から17番までの３件について、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 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。 
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 審議番号１番から４番までの４件：14,759㎡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。 

 

      第４号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

            ５ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、審議番号５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５番の１件：6,418㎡について、調査会において審議したところ、農業経営基盤
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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５番については、計画案どおり承認することに決

定しました。 

 次に、議案書55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 

            116 

○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116番を議題とします。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この案件は、中村委員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、中村委員に一時退室いただき、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、中村委員には、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、中村委員退室してください。 
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    〔38番中村委員 退室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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116番の 

   更新  １件：  3,217 ㎡ 

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。 

 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116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。 

 中村委員の入室をお願いします。 

    〔38番中村委員 入室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、議案書119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 

            399 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 審議番号399番を議題とします。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この案件は、北村委員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、北村委員に一時退室いただき、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、北村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、北村委員退室してください。 

    〔４番北村委員 退室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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399番の 

   更新  １件：  9,748 ㎡ 

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。 

 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） 
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 異議なしと認めます。よって、審議番号399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。 

 北村委員の入室をお願いします。 

    〔４番北村委員 入室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、議案書24ページから134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 

            116、399を除く１～464 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号116番、399番を除く、審議番号１番から464番までの462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116番、399番を除く、審議番号１番から464番までの462件 

   新規  55件：    513,790.09 ㎡ 

   更新  407件： 2,229,170.97 ㎡ 

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462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462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） 



- 31 - 

 132ページの審議番号458番と459番は、借り手が同一なのに経営面積が異なりますが、

どちらが正しいのですか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いします。 

○事務局（古賀康生副局長兼農地係長） 

 これにつきましては調査をして、来月に報告させていただいてよろしいでしょうか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 39番委員、よろしいですか。 

○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462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116番、399番を除く、審議番号１番から464番ま

での462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、議案第139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 

            485 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号485番を議題とします。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

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

第31条の議事参与の制限に該当しますので、秋吉委員に一時退室いただき、この案件を先に
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審議したいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、秋吉委員には、一時退室いただき、この案件を先に審議す

ることに決定しました。 

 それでは、秋吉委員退室してください。 

    〔２番秋吉委員 退室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 審議番号485番の 

   更新  １件：  2,394 ㎡ 

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。 

  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485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。 

 秋吉委員の入室をお願いします。 

    〔２番秋吉委員 入室〕 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、議案書134ページから155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 

            485を除く465～546 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号485番を除く、審議番号465番から546番までの81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485番を除く、審議番号465番から546番までの81件 

   新規  13件：  67,178 ㎡ 

   更新  68件： 346,520 ㎡ 

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81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81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81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〕 
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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485番を除く、審議番号465番から546番までの81

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156ページをお開きください。 

 

      第６号議案 農用地利用配分計画（案）に対する意見の決定について 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第６号議案 農用地利用配分計画（案）に対する意見の決定についてを議題とします。 

 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。 

 第６号議案 農用地利用配分計画（案）に対する意見の決定について、調査会において審

議したところ、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。 

 続いて、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 農用地利用配分計画（案）に対する意見の決定について、調査会において審

議したところ、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、これより採決いたします。 

 この案件について、原案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、農用地利用配分計画（案）に対する意見の決定については、

原案どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書157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。 

 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結果、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〕 

○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。13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 所有者の住所が鳥栖市になっておりますが、もともとこの方は富士町に住んでおられた方

なのか、お伺いしたいと思います。 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 26番委員。 

○26番委員（山口敏勝君） 

 はい、住んでおられました。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 26番委員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。 

    〔「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。 

 お諮りします。 

 第140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140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140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。 
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午前10時47分 閉会 


