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第139回佐賀市農業委員会農地部会議事録 

 

 日  時  平成29年４月19日(水) 午前９時28分～午前10時33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 

  第３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 買入協議の適否の判断について 

  第７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８号議案 非農地通知について 

  第９号議案 平成28年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価(案) 

  第10号議案 平成29年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案） 

５．閉 会 
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午前９時28分 開会 

○農地部会長（大園敏明君） 

 改めましておはようございます。平成29年度最初の農地部会ということで、皆さんよろし

くお願いいたします。昨年度もいろいろ協議していただきまして、御協力大変ありがたく

思っております。 

 一昨日の大変強い風雨で農作物にも被害が出ているようです。一方、東北、関東あたりで

は30度という真夏日みたいに温度が上がっているようです。また、北のほうに行けば、今ま

でないような積雪があったとテレビ等で報道されていました。 

 今後、いろんな災害等が出てくるかもしれませんが、それに対しては皆さん十分体のほう

にも気をつけて対応していただきたいと思います。 

 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

り第139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４件、報告第２号

農地法第18条合意解約通知25件、報告第３号 使用貸借解約通知７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８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）

３件、第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請12件、第２号議案 農地法第４条の

規定による許可申請４件、第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請10件、第４号議

案 農用地利用集積計画（案）所有権移転８件、第５号議案 農用地利用集積計画（案）利

用権設定80件、第６号議案 買入協議の適否の判断について１件、第７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８号議案 非農地通知について２件、

第９号議案 平成28年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）１件、第10号

議案 平成29年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）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４月７日、北部は４月10日に行っております。 

 また、調査会については、南部が４月11日、北部が４月12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。 
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 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、

25番委員の重田委員、31番委員の今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19ページの農地法第４条の規定に

よる許可申請 審議番号１番、22ページ、農地法第５条の規定による許可申請 審議番号３

番、24ページ、25ページ、審議番号９番及び10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13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５条の規定による意見聴取について２件、3,000㎡超え１件、1,000㎡以上3,000

㎡以下１件。 

 農地法第４条関係１件及び農地法第５条関係２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 

○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４番までの４件について御意見は

ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 意見なしということで次に進みます。 
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 議案書３ページから８ページまでをお開きください。 

 

      報告第２号 農地法第18条合意解約通知 

            １～25 

○農地部会長（大園敏明君） 

 報告第２号 農地法第18条合意解約通知、報告番号１番から25番までの25件について御意

見はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 意見なしということで次に進みます。 

 議案書９ページ及び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 

            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11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。 
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 議案書12ページ、13ページをお開きください。 

 

      局長専決処分報告第１号 農地法第４条による届出 

                  １・２・３・４・５・６・７・８ 

○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８番までの８件に

ついて御意見はありませんか。 

○31番（今村旨男君） 

 お尋ねですけど、経過書と始末書はどう違いますか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いします。 

○事務局（陣内和昭農地係主任） 

 御本人が届出をせずに転用されてしまった場合が始末書で、経過書は、例えば、亡きお父

様とかが転用された場合が経過書という区別をしております。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 31番委員、今の説明よろしいですか。 

○31番（今村旨男君） 

 はい、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） 

 意見なしということで次に進みます。 

 議案書14ページをお開きください。 

 

      局長専決処分報告第２号 農地法第５条による届出 

                  １・２・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
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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15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・３ 

○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16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 

○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５番までの５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 

 審議番号３番、４番は、使用貸借の案件 

 審議番号５番は、親族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
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率的に利用すること、機械、労働力、技術、地域との関係などを見て問題がないこと、また、

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

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

ことに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この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。 

    〔「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１番から５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16ページから18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 

            ６・７・８・９・10・11・12 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号６番から12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。 
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○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 審議番号６番は、競売落札の案件 

 審議番号11番を除く、７番から12番までは普通売買の案件 

 審議番号11番は、別世帯間の贈与の案件です。 

 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、

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） 

 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。 

○31番（今村旨男君） 

 審議番号10番ですが、現在の耕作面積が720㎡、それに対して申請面積が5,990㎡で、売買

価格の総額が７万円ですね。そして、これは経営規模拡大と書いてありますけど、機械とか

なんか全部持ってあるんですか。 

○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） 

 事務局よろしくお願いします。 

○事務局（宗像 剛農地係主幹） 

 ただいまの御質問につきましてですけれども、この譲渡人は財産管理人さんでございまし
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て、この譲受人さんが今既にその農地を耕作なさっていらっしゃる方でございます。御自身

の農地として今回購入なさるという形になります。 

○31番（今村旨男君） 

 今まで大きくしてあったんですか。これだけでは小さいでしょう、720㎡といったら。ほ

かにも持ってあるんですか。 

○事務局（宗像 剛農地係主幹） 

 所有者さんの依頼を受けてつくっていらっしゃったんですけれども、農業委員会の手続を

得ず、委託を受けてなさっていらっしゃるような状態でございました。 

○31番（今村旨男君） 

 そしたら、後はきちっとしてするのには間違いないですね。 

○事務局（宗像 剛農地係主幹） 

 はい。 

○31番（今村旨男君） 

 そこら辺だけ確認です。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 31番委員、今の事務局の説明でいいですか。 

○31番（今村旨男君） 

 わかりました。結構です。 

○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６番から12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19ページ及び20ページをお開きください。 
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      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」の案件で、委員による現地調査を行い

ました。 

 申請人は、畜産業を営んでいますが、今般、土地の調査をしたところ、牛舎敷地が農地と

判明したことから、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、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、「市町村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番についても、申請人が同一の、転用目的が「農業施設」の案件で、委員によ

る現地調査を行いました。 

 本案件も同様に、申請人が土地の調査をしたところ、堆肥舎敷地が農地と判明したことか

ら、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、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、「市町村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
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ます。 

 審議番号３番については、転用目的が「通路及び水路」の案件で、農業委員による現地調

査を行いました。 

 申請人は、申請地の南側に居住していますが、土地の調査をしたところ、現在、利用して

いる自宅への通路が農地及び水路敷と判明したことから、適法化と、あわせて水路の付替え

を行う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、許可なく転用されたことについても悪意は認められ

ず、許可相当と判断しました。 

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

性の低い農地」であるため、第２種農地カの（ア）。 

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

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 以上のことから、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。 

    〔「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〕 
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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21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 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号４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。 

 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。 

 申請地は南に開けた土地で、日当たりもよいため、太陽光発電設備に適していると判断さ

れ、申請されたものです。 
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 申請人に、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４番については、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22ページ及び23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 

○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番から審議番号５番までの

５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） 
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 報告します。 

 審議番号１番は、転用目的が「診療所」の農振除外を経た案件で、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、県外の病院に勤務していますが、かねてから診療所の開設を計画していたとこ

ろ、申請地は、実家に隣接しており、今後は、実家に居住するため、生まれ育った地域の医

療に貢献したいと考え、申請されたものです。 

 委員から、申請地は幼稚園に隣接しており、周辺の道路は通学路にもなっていることから、

工事中の安全や騒音等に特に配慮してもらいたい旨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、「市街化調整区域内で概ね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２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、予定はしていないとの説明がありました。 

 また、申請地に隣接している市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、646番１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以上の教育施設が存在する農地」であるため、第３種農地エの

（ア）のａの（a）。 
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 646番２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、646番１は「許可し得る」に該当するため、第３種農地エの（イ）。 

 646番２は、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該当するた

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 審議番号３番は、転用目的が「有料老人ホーム及び通所介護事業所」の農振除外を経た案

件で、調査会において申請人説明を求めました。 

 申請人は、通所介護施設等を運営していますが、事業規模拡大により現在の敷地では手狭

となるため、施設の増設を計画し、申請されたものです。 

 委員から、申請地に隣接している水路は、農業用水として利用されているため、杭柵護岸

の設置の際は、特に配慮してもらいたい旨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４番は、転用目的が「条件付分譲住宅」の案件で、委員による現地調査を行い、

調査会において申請人説明を求めました。 

 申請地は、周囲の環境が良く、近隣に学校や大型商業施設もあることから、住宅地に適地

と判断し、申請されたものです。 

 申請人に、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５番は、転用目的が「分家住宅」の農振除外を経た案件で、申請人は、家族で実
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家に居住していますが、兄家族が戻ってくることを機に分家住宅の建築を計画したところ、

申請地は、実家が耕作する農地に近いため、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、「市街化調整区域内で概ね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。 

 以上のことから、審議番号１番から５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） 

 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２番については、申請どおり許可することに決定

しました。 

 次に、審議番号３番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

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

しました。 

 次に、審議番号４番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○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） 
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 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、議案書23ページから25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 

            ６・７・８・９・10 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号６番から10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６番、７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。 

 申請地は、交通の便が良く、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

れたものです。 

 申請人に、排水対策を確認したところ、事業計画のとおり適切に行う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８番は、転用目的が「一般住宅の敷地拡張」の案件で、申請人は、昭和52年頃に

申請地の隣接地に住宅を建築しましたが、土地の調査をしたところ、申請地を自宅敷地の一

部として利用していたことが判明したので、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
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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、10番は、転用目的が「障がい者支援施設の敷地拡張」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。 

 申請人は障がい者支援施設を運営しておりますが、施設の設置基準の変更に伴い、現在の

二人部屋を一人部屋にする必要があるため、施設の拡張を計画し、転用申請されたものです。 

 申請人に、土砂の搬入方法について確認したところ、高速道路の側道から施設内に入るな

ど、周辺の住宅地に配慮し、かつ、分岐点にはガードマンを配置し、交通安全に努める旨の

回答を得ました。 

 また、雨水対策について確認したところ、申請地南側に設ける駐車場は、30年に一度の大

雨の雨量を想定した調整機能を持たせており、その貯水量を超えた場合には、東側グラウン

ドで雨水を受けて、徐々に東側河川へ流す旨の回答を得ました。 

 更に、委員からは、調整機能を持たせた駐車場の、定期的な土砂の浚渫をするよう意見が

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６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。 

 皆さんにお諮りします。 

 北部調査会長から報告がありましたとおり、審議番号６番及び７番の２件については、一
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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６番及び７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。 

 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９番及び10番の２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。 
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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。13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 図面の一番下のほうに、平成30年１月までに下水本管に放流予定と書いてありまして、そ

こに既存の合併浄化槽も書いてありますけれども、今から工事をされて建物を建てるという

ことは、開所をする前に真っすぐ下水管につなぐということですか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いします。 

○事務局（宗像剛農地係主幹） 

 申請人から伺っておりますのは、合併浄化槽にまずつないで、それから今度、下水管のほ

うにという段取りを踏まれると伺っております。 

○13番（百武正幸君） 

 そういうことですか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 13番委員、今の事務局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） 

 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９番及び10番の２件について、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26ページ、27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・５・６ 

○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番から６番までの６件： 29,951㎡ 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６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６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６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６番までの６件については、計画案どお
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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 

            ７・８ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、審議番号７番、８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７番、８番の２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７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。 
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 次に、議案書28ページから39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。 

○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  13件： 86,283㎡ 

   更新  37件： 179,106㎡ 

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。 

    〔「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〕 



- 25 - 

○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39ページから47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 

            51～80 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号51番から80番までの30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51番から80番までの30件 

   新規  11件： 72,607.24㎡ 

   更新  19件： 84,856.00㎡ 

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30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30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30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51番から80番までの30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48ページをお開きください。 

 

      第６号議案 買入協議の適否の判断について 

            １ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第６号議案 買入協議の適否の判断について、審議番号１番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。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 第６号議案 買入協議の適否の判断について 審議番号１番について、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16条第１項の要件を満たしており、買入協議の要

請を行うこととし、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、買入協議の要請を行う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、買入協議の要請を行うことに決

定しました。 
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 次に、議案書49ページをお開きください。 

 

      第７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７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。 

 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 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。 

    〔「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50ページをお開きください。 

 

      第８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８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。 
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○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 審議番号１番、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。 

    〔「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51ページをお開きください。 

 

      第９号議案 平成28年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案） 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第９号議案 平成28年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）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。 

○南部調査会長（百武正幸君） 
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 報告します。 

 第９号議案 平成28年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）について、

調査会において審議したところ、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。 

 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９号議案 平成28年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）について、

調査会において審議したところ、原案どおり承認し、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。 

 平成28年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）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、平成28年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

（案）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52ページをお開きください。 

 

      第10号議案 平成29年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案） 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 第10号議案 平成29年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）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。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 第10号議案 平成29年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について、調査会に

おいて審議したところ、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。 

 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10号議案 平成29年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について、調査会に

おいて審議したところ、原案どおり承認し、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。 

    〔「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、平成29年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）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139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



- 31 - 

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139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139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33分 閉会 


