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第138回佐賀市農業委員会農地部会議事録 

 

 日  時  平成29年３月17日(金) 午前９時26分～午前10時32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 取消願（農地法第４条による届出） 

  第２号 取消願（農地法第５条による届出） 

  第３号 農地法第５条による届出 

    第４号 買受適格証明願（転用目的・市街化区域内） 

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 土地改良事業参加資格交替申出 

  第７号議案 下限面積（別段の面積）の検討について 

５．閉 会 
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午前９時26分 開会 

○農地部会長（大園敏明君） 

 皆さん改めましておはようございます。３月も中旬になりまして、大分昼間は暑いような

気がします。 

 また、今月の19日、桜マラソンが佐賀市内で施行されますので、皆さん、時間がありまし

たら応援のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、先ほどの報告のとおり、本日の出席委員は15名で定足数に達しておりますので、

ただいまより第138回佐賀市農業委員会農地部会を開会します。 

 本日の付議すべき事項としては、報告第１号 農地法第３条の３届出５件、報告第２号 農

地法第18条合意解約通知24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２件、局長専決処分報告第１号 取消願（農地法第４条による届出）１件、局長専

決処分報告第２号 取消願（農地法第５条による届出）１件、局長専決処分報告第３号 農

地法第５条による届出６件、局長先決処分報告第４号 買受適格証明願（転用目的）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10件、第２号議案 農地法

第４条の既定による許可申請２件、第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請11件、

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

（案）利用権設定82件、第６号議案 土地改良事業参加資格交替申出４件、第７号議案 下

限面積（別段の面積）の検討について１件。 

 ここで皆さんに報告します。 

 現地調査については、南部は３月７日、北部は３月８日に行っております。 

 また、調査会については、南部が３月９日、北部が３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、

26番委員の山口敏勝委員、27番委員の志津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20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番及び３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） 
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 報告いたします。 

 第12回常設審議委員会会議報告。 

 農地法第４条の規定による意見聴取につきましては3,000㎡超え、1,000㎡以上3,000㎡以

下、いずれもありません。 

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

3,000㎡以上、ございません。 

 農地法第５条関係１件については、異議なしとして佐賀市農業委員会会長へ回答された。 

 以上、報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 坂井会長、ありがとうございました。 

 それでは、これより報告事項に入ります。 

 議案書１ページ及び２ページをお開きください。 

 

      報告第１号 農地法第３条の３届出 

            １・２・３・４・５ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 報告第１号 農地法第３条の３届出、報告番号１番から５番までの５件について御意見は

ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 次に、議案書８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 

            22・23 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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22番及び23番の２件は、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２件について先に御意見
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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２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。 

 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 

            22・23を除く１～24 

○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22番、23番を除く、報告番号１番から

24番までの22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９ページをお開きください。 

 

      報告第３号 使用貸借解約通知 

            ５ 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 報告第３号 使用貸借解約通知 報告番号５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。 

    〔「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９ページ及び10ページをお開きください。 

 

      報告第３号 使用貸借解約通知 

            ５を除く１～８ 

○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５番を除く、報告番号１番から８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。 
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 議案書11ページをお開きください。 

 

      報告第４号 形状変更届 

            １・２ 

○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番及び２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12ページをお開きください。 

 

      局長専決処分報告第１号 取消願（農地法第４条による届出） 

                  １ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 局長専決処分報告第１号 取消願（農地法第４条による届出）、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13ページをお開きください。 

 

      局長専決処分報告第２号 取消願（農地法第５条による届出） 

                  １ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 局長専決処分報告第２号 取消願（農地法第５条による届出）、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。 
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 議案書14ページ及び15ページをお開きください。 

 

      局長専決処分報告第３号 農地法第５条による届出 

                  １・２・３・４・５・６ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 局長専決処分報告第３号 農地法第５条による届出、報告番号１番から６番までの６件に

ついて御意見はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 議案書16ページをお開きください。 

 

      局長専決処分報告第４号 買受適格証明願（転用目的・市街化区域内） 

                  １・２・３ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 局長専決処分報告第４号 買受適格証明願（転用目的・市街化区域内）、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17ページ及び18ページをお開きください。 

 

      第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            １・２・３・４・５・６・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。 
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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番及び３番から６番までは、普通売買の案件 

 審議番号２番は、使用貸借の案件 

 審議番号７番は、同一世帯での贈与の案件です。 

 なお、審議番号６番については、申請地に隣接する農地を、申請人が役員を務める建設会

社が転用する計画となっているため、申請人に対し、営農の意思を確認するため、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。 

 申請人に、川副町にある申請地への通作や、耕作の意思について確認したところ、申請人

は、建設業の傍ら、富士町で約２haを耕作しているが、申請地は山間部の農地より耕作しや

すい優良な農地であり、また、隣接地は、役員を務めている会社が資材置場として転用する

計画で、申請地での耕作と資材置場での業務とを１箇所でできるため、通作についても問題

ないとの回答を得ました。 

 また、申請地の売買価格について確認したところ、転用予定の農地とまとめて同じ単価で

売却したいとの譲渡人の意向があったため、農地の価格としては高額になったが、営農には

問題ないとの説明がありました。 

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

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

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

は該当していないため、許可要件の全てを満たすと判断し、申請どおり許可相当として部会

へ送ることに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

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

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 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。 

 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、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

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

許可することに決定しました。 

 次に、議案書18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 

            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。 
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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、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。 

 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８番から10番までの３件については、申請どおり

許可することに決定しました。 

 次に、議案書19ページ及び20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 

      第３号議案 農地法第５条の既定による許可申請 

            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番及び第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番を議題といたします。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この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。 

 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。 

 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番及び、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番については、転用目的が「一般住宅」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・一括裁決を行いました。 

 申請人は、家族４人で借家に居住していますが、今般、住宅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、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、いずれも「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、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番及び、

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、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番及び、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19ページ及び22ページ、23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 

      第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            ９・10 

○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２番及び第３号議案 農地法

第５条の規定による許可申請、審議番号９番及び10番を議題とします。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この３件については、一体的に造成する計画となっております。そこで、この３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。 

 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２番は、転用目的が「農家住

宅の敷地拡張」の案件、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９番、

10番は、転用目的が「一般住宅」の案件で、この３件は一体的に造成されるため、一括審

議・一括採決を行いました。 

 農地法第４条の規定による許可申請 審議番号２番について、申請人は、農業を営んでい

ますが、以前から自宅への進入路が狭く、営農等に支障をきたしていたため、通路及び農業

機械置場として拡張することを計画し、申請されたものです。 

 農地法第５条の規定による許可申請、審議番号９番について、申請人は、家族と共に妻の

実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、妻の実家にも近いため、

適地と判断し、転用申請されたものです。 
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 審議番号10番について、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、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、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。 

 以上のことから、この３件については、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、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２番及び、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９番及び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ページ及び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 

            ２・３・４ 

○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２番から４番までの３件を議
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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２番、３番は、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・一括裁決とし、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、適地と判

断し、申請されたとのことです。 

 申請人に、申請地の北西側に残る農地について確認したところ、所有者は、この農地の西

隣に居住しており、形状変更して、畑として耕作を続けていくとの回答を得ました。 

 また、申請地の南西角に設置予定の通作路について確認したところ、この通作路は申請人

と南側農地所有者との共有名義にする予定であり、南側農地への通作については問題ないと

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、1080番６及び1084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」であるた

め、第３種農地エの（ア）のａの（a）。 

 1081番６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」であるため、第２種農地カの（ア）。 

 許可基準は、1080番６及び1084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）。 

 1081番６については、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該

当するため、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 審議番号４番は、転用目的が「資材置場」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、富士町で建設業を営んでいますが、市南部地区での工事受注が多くなっている

ことから、南部地区内での資材置場を探していたところ、申請地は交通の便が良く、効率的
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に事業を行うことができるため、適地と判断し、申請されたとのことです。 

 申請人に、申請地西側の分譲住宅予定地への影響について確認したところ、分譲住宅業者

との協議はこれから行う予定であるが、要望があれば、飛散防止柵等の設置を行い、環境へ

の対策も講じるとの回答を得ました。 

 また、事務所等の設置について確認したところ、申請地内では考えていないが、今後５年

を目処に市南部地区内に設けたい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。 

 以上のことから、審議番号２番から４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。 

 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２番及び３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。 
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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２番及び３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、議案書21ページから23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 

            ９・10を除く５～11 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号９番、10番を除く、審議番号５番から11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５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、近隣に小中学校があり、閑静で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、申請地南側の堤の雑草等の繁茂が懸念されることから、今後の管理について確

認したところ、地元自治会と河川管理者である市河川砂防課と申請者の３者で協議を行う旨

の回答を得ました。 
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 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６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、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、３号地、４号地の敷地が旗竿状となる計画であるため、そのことについて確認

したところ、開発上、一区画が250㎡以上にならなければならず、なおかつ、申請地を有効

利用するために、現在の計画にしているとのことで、住宅購入者に対しては、売買契約の際

に重要事項として説明するとの回答を得ました。 

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

て問題ないことを確認し、許可相当と判断しました。 

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

性の低い農地」であり、第２種農地カの（ア）。 

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

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 審議番号７番は、転用目的が「貸家住宅」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、県道沿いで、交通の便が良く、貸家としての需要が見込めることから適地と判

断し、転用申請されたものです。 

 申請人に、申請地西側水路の杭柵護岸が老朽化しているため、申請地を造成することによ

る護岸への影響について確認したところ、事前に水路の管理者である市河川砂防課と協議を

行っており、水路との境界から１ｍ引いてフェンスを設置し、造成の際には、護岸に影響を

与えないように工事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
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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「店舗」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、農畜産業を営んでいますが、事業規模拡大の一環として、自家製の米粉を使用

した焼き菓子等の製造販売を計画したところ、申請地は、住宅地に近く、多くの顧客が見込

めることから適地と判断し、転用申請されたものです。 

 申請人に、申請地南側に残る里道について確認したところ、譲渡人より、この里道の払下

げを受け、コンクリート舗装して管理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、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「養鶏場の敷地拡張」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、養鶏業を営んでおり、現在、申請地の西側に鶏舎を設けていますが、今般、経

営規模拡大のため、既存の鶏舎を拡張したく、転用申請されたものです。 

 申請人に、鶏舎からの汚水が流出するおそれは無いかを確認したところ、鶏舎内で発生す

る鶏糞などの汚物は定期的に回収し、鶏舎の構造上、鶏舎内から屋外への汚水の流出はしな

いようになっているため、特段の問題は無い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、「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）。 
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 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。 

 以上のことから審議番号９番、10番を除く、審議番号５番から11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。 

 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。 
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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。27番委員。 

○27番（志津田和己君） 

 申請人は現在、農畜産業を営んでいるということですが、具体的にはどのようなことをな

さっているか、概略でもわかったらお願いします。 

 それともう一つは、焼き菓子を使って顧客が見込めると書いてありますが、もう既に今な

されているのを拡大なされるのか、今から始めるのか、この辺のところがもしわかったらす

みませんがよろしくお願いします。 

○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） 

 事務局お願いします。 

○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） 

 申請人ですが、現在、小城市で牛を飼われておりまして、同時に米をつくられております。

米は２町６反ほど耕作されています。 

 こちらの店舗につきましては、全くの新規でやられるということです。以上です。 

○27番（志津田和己君） 

 新規ですね。 

○事務局（古賀亮一農地係主事） 

 はい。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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） 
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 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。 

 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。 

 次に、議案書24ページをお開きください。 

 

      第４号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

            １・２ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第４号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転、審議番号１番及び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） 
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 報告します。 

 審議番号１番、２番の２件 ： 6,993㎡について、調査会において審議したところ、農業

経営基盤強化促進法第18条第３項の各要件を満たしているため、計画案どおり承認し、部会

へ送ることに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この２件について、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

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

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この２件について、計画案どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号１番及び２番の２件については、計画案どおり承

認することに決定しました。 

 次に、議案書25ページから35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 

            １～50 

○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１番から50番までの50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50番までの50件 

   新規  19件：  92,611.12㎡ 

   更新  31件： 111,087㎡ 

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50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。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この50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50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50番までの50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42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 

            75 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号75番を議題とします。 



- 24 - 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この案件は、吉田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、吉田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、吉田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、吉田委員退出してください。 

    〔43番吉田委員 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75番の 

   更新  １件： 7,777㎡ 

 について、調査会において審議したところ、農業経営基盤強化促進法第18条第３項の各要

件を満たしており、計画案どおり承認し、部会へ送ることに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、計画案どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号75番については、計画案どおり承認することに決



- 25 - 

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35ページから44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 

            75を除く51～82 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号75番を除く、審議番号51番から82番までの31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75番を除く、審議番号51番から82番までの31件 

   新規  19件： 84,960.75㎡ 

   更新  12件： 73,062㎡ 

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31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31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） 

 65番と68番、69番の申請人は、自宅と農地が離れていますが、自宅から通作されますか。 
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○北部調査会長（井上文昭君） 

 そうです。 

○31番（今村旨男君） 

 機械も全部自宅から持ってこられますか。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 機械は、農地の所有者から借りるそうです。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 31番委員、北部調査会長の説明でいいですか。 

○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31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75番を除く、審議番号51番から82番までの31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45ページをお開きください。 

 

      第６号議案 土地改良事業参加資格交替申出 

            １・２・３・４ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第６号議案 土地改良事業参加資格交替申出、審議番号１番から４番までの４件を議題と

いたします。 

 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。 

 第６号議案 土地改良事業参加資格交替申出、審議番号１番から４番までの４件について、

調査会において審議したところ、申出どおり承認することで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、これより採決いたします。 

 この４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４番までの４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46ページをお開きください。 

 

      第７号議案 下限面積（別段の面積）の検討について 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第７号議案 下限面積（別段の面積）の検討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） 
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 報告します。 

 第７号議案 下限面積（別段の面積）の検討について、調査会において審議したところ、

原案どおり、下限面積（別段の面積）については50ａとする。ただし、大和町松梅地区及び

八反原地区、富士町、三瀬村については30ａ、また、「佐賀市空き家バンク制度要綱」に基

づく北部山間地域における空き家バンクに登録された、空き家に付随する農地に限っては、

１㎡とすることで、部会へ送ることにしたものです。 

 なお、審議にあたっては、委員から、本年度より中山間地域の下限面積を30ａまで引き下

げており、その実績も出始めていることから、来年度も継続すべきである旨の意見が出され

たほか、現在は、北部山間地域に限っている空き家に付随する農地の下限面積の１㎡につい

ては、市南部の平坦部においても、空き家に付随した農地の不耕作が増えてきており、市内

全域に適用すべきではないかとの意見が出されました。 

 さらに、平成26年６月から運用面積が10ａに変更となった農業経営基盤強化促進法におけ

る利用権設定については、新規就農者等の農業参入に安定して実績が上がっているため、来

年度も継続するべきであるとの意見が出されました。 

 審議の結果、農地法における下限面積の設定については、多様な担い手の確保や耕作放棄

地の問題、空き家問題などを含め、今後の動向を見据えながら検討していくこととし、平成

29年度の下限面積（別段の面積）については、原案どおり承認することで部会に送ることに

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。 

 続きまして、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７号議案 下限面積（別段の面積）の検討について、調査会において審議したところ、

原案どおり、下限面積（別段の面積）については、50ａとする。ただし、大和町松梅地区及

び八反原地区、富士町、三瀬村については30ａ、また、「佐賀市空き家バンク制度要綱」に

基づく北部山間地域における空き家バンクに登録された、空き家に付随する農地に限っては、

１㎡とすることで部会へ送ることにしたものです。 
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 なお、審議にあたっては、委員からは、本年度から大和町松梅地区及び八反原地区、富士

町について、下限面積を三瀬村と同じく30ａに引き下げており、その効果を継続して見極め

たいとの意見が出されました。 

 また、市北部の平坦部においても、空き家が相当数存在し、それに付随した農地もあるこ

とから、現在の「佐賀市空き家バンク制度要綱」に基づく北部山間地域における空き家バン

クに登録された空き家に付随する農地に限った下限面積１㎡を、市内全域に適用できないか

という意見も出されました。 

 さらに、農業経営基盤強化促進法における利用権設定については、下限面積の運用を10ａ

としており、これにより新規就農者の参入などに一定の成果があがっていることから、今後

も継続するべきであるとの意見が出されました。 

 審議の結果、農地法にける下限面積の設定については、多様な担い手の確保や耕作放棄地

の問題、空き家対策などを含め、今後の動向を見据えながら検討していくこととし、平成29

年度の下限面積（別段面積）については、原案どおり承認することで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。 

    〔「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７号議案 下限面積（別段の面積）の検討については、

原案どおり承認することに決定しました。 

 お諮りします。 

 第138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
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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138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138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32分 閉会 
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