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第 141 回佐賀市農業委員会農地部会議事録 

 

 日  時  平成 29 年６月 16 日(金) 午前９時 24 分～午前 11 時 40 分 

 場  所  佐賀市大和支所  ３階第３会議室 

 出 席 者  別紙名簿のとおり 

 次  第  １．開 会 

２．報 告 

  第１号 農地法第３条の３届出 

  第２号 農地法第 18 条合意解約通知 

  第３号 使用貸借解約通知 

  第４号 形状変更届 

３．局長専決処分報告 

  第１号 農地法第４条による届出 

  第２号 農地法第５条による届出 

４．議 案 

  第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

  第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

  第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

  第４号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

  第５号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

  第６号議案 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 土地改良事業参加資格交替申出 

  第８号議案 非農地通知について 

  第９号議案 農振法第 13 条の規定による変更申出（除外） 

  第 10 条議案 農振法第 10 条の規定による変更申出 

５．閉 会 



- 2 - 

午前９時 24 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。天気も梅雨入りはしましたが、なかなか雨が降らず、水不足

がどうかと心配しています。ただ、平坦部も７割ぐらいは水を張った状態になって、もう即

田植えということになりますが、皆さん機械等には十分注意して農作業をしていただきたい

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 16 名で定足数に達しておりますの

で、ただいまより第 141 回佐賀市農業委員会農地部会を開会します。 

 はじめに、前回の第 140 回農地部会で、39 番委員より質疑のありました件について、事

務局からの説明を求めます。 

○事務局（野元久美子振興係主任） 

 それでは、前月の利用権設定の審議の際に、同一の借り手の経営面積が審議番号によって

異なっていたことについて説明させていただきます。 

 お手元に先ほどお配りしております資料を参考にご覧ください。 

 利用権設定の議案につきましては、申請の数が多いため、受け付け後、随時、システムに

議案入力をしております。そのため、受付期間中に公告日をまたぐことになるため、議案入

力日が公告日の前後の期間になることで、経営面積の増減があることがわかりました。 

 前月の審議の際に判明した経営面積の誤りにつきましても、申出書の提出が公告前の期間、

資料のＡの期間になりますが、Ａの期間と公告後のＢの期間に別々になされたため、議案の

入力もそれぞれの期間に行われており、それぞれ異なる経営面積が議案に記載されることと

なってしまいました。 

 今後は、議案作成の際に同一の申請人の経営面積を確認することで、議案記載の経営面積

の誤りがないように努めたいと思います。 

 第 140 回で御審議いただきました利用権設定の議案中で、御指摘いただきました議案の審

議番号のほかに、もう１件、同一の申請人で面積が異なっているものがございました。お配

りしております資料に正しい経営面積を記載しておりますので御確認お願いいたします。 

 申しわけございませんでした。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ただいま説明がございましたが、39 番委員は議会出席のために欠席でございますが、こ
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れに対してほかの方より御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） 

 ないようですので、先に進めます。 

 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８件、報告第２号 農

地法第 18 条合意解約通知 21 件、報告第３号 使用貸借解約通知６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、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５件、第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請５件、第３号議案 農地法第

５条の規定による許可申請 24 件、第４号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転６件、

第５号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 143 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 土地改良事業参加資格交替申出６

件、第８号議案 非農地通知について２件、第９号議案 農振法第 13 条の規定による変更

申出（除外）22 件、第 10 号議案 農振法第 10 条の規定による変更申出 18 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６月６日、北部は６月７日に行っております。 

 また、調査会については、南部が６月８日、北部が６月９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、41 番委員の伊東 爲夫委員、43 番委員の吉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 19 ページの農地法第５条の規

定による許可申請 審議番号７番及び８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 15 回常設審議委員会議の報告。 

 佐賀市関係。 



- 4 - 

 農地法第４条の規定による意見聴取について、3,000 ㎡超、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１件、3,000 ㎡超０件、1,000 ㎡以上 3,000

㎡以下１件。 

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

 以上、報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 坂井会長、ありがとうございました。 

 それでは、これより報告事項に入ります。 

 議案書１ページ及び２ページをお開きください。 

 

      報告第１号 農地法第３条の３届出 

            １・２・３・４・５・６・７・８ 

○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８番までの８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。 

 

      報告第２号 農地法第 18 条合意解約通知 

            ６ 

○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６番は、私本人の案件となっており

ますので、一時退出し、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〕 
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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、一時退室し、この案件の御意見を先にお伺いすることに決

定しました。 

 それでは、この案件の議事進行を北部調査会長にお願いしたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

    〔大園部会長 退室〕 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 それでは、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〕 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 大園部会長の入室をお願いします。 

    〔大園部会長 入室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 議案書３ページから７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 

            ６を除く１～21 

○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６番を除く、報告番号１番から 21 番

までの 20 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。 

 

      報告第３号 使用貸借解約通知 

            １・２・３・４・５・６ 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 報告第３号 使用貸借解約通知、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 10 ページをお開きください。 

 

      報告第４号 形状変更届 

            １ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 報告第４号 形状変更届、報告番号１番について、御意見はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 議案書 11 ページ及び 12 ページをお開きください。 

 

      局長専決処分報告第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 13 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） 
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 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 14 ページをお開きください。 

 

      議案第１号 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） 

 報告します。 

 審議番号１番、２番は、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） 
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 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番及び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。 

 

      議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請 

            ３・４・５ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、審議番号３番から５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３番は、親族間の贈与の案件、審議番号４番、５番は、普通売買の案件です。 

 審議番号３番は、「親族間の贈与」の案件ではありますが、１筆だけ耕作が行われていな

い、竹木が生えた農地があるため、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、親が高齢となり、農作業が厳しくなってきたため、申請人名義へと変えるべく

申請されたものです。 

 申請人に、農地の耕作について確認したところ、隣接農地所有者と相談しながら、１年ほ

ど掛けて竹木の除去を行い、ほかの農地とあわせて耕作していきたいとの回答を得ました。 

 また、審議番号４番は、法人による「就労支援」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、農福連携の一環として、障がい者の方の工賃向上のために農業に携わる形での

就労支援を計画し、申請されたものです。 
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 申請地は、高速道路の側道沿いにあり、道路幅が狭いため、申請人に通作について確認し

たところ、当面の間は、近くに駐車して、申請地までは施設職員が随行しながら徒歩で行く

との回答を得ました。 

 また、委員から、申請地には猪が出没するため、耕作される際は十分に対策を講じるよう

意見が出されました。 

 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。 

    〔「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。31 番委員どうぞ。 

○31 番（今村旨男君） 

 審議番号４番ですが、売買価格が反当 200 万円となっていますが、間違いないですか。 

○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） 

 申請人が反当 200 万円と書いて申請を出されていらっしゃいますので、そのとおりかと思

っております。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 31 番委員、事務局の説明、よろしいですか。 

○31 番（今村旨男君） 

 はい。 
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○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、質疑を集結し、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３番から５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 15 ページをお開きください。 

 

      議案第２号 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 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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この案件は、坂井会長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、坂井会長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、坂井会長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、坂井会長退室してください。 

    〔坂井会長 退室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 それでは、南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（百武正幸君） 
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 報告します。 

 審議番号１番については、転用目的が「貸駐車場」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。 

 申請人は農業を営んでいますが、今般、佐賀南地区交通安全協会が佐賀南警察署内に移転

したことにより、職員等の駐車場を探しているとの相談があったため、申請人が申請地を整

備し、交通安全協会へ貸し出すことを考え申請されたものです。 

 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」であるため、第２種農地カの（ア）。 

 なお、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。 

 坂井会長の入室をお願いします。 

    〔坂井会長 入室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 次に、議案書 15 ページ及び 16 ページをお開きください。 

 

      第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

            ２・３・４ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号２番から４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） 

 報告いたします。 

 審議番号２番については、転用目的が「共同住宅の敷地拡張」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、申請地の北側に所有する共同住宅が老朽化していることから、建て替えを計画

したところ、共同住宅敷地の一部が農地であることが判明し、適法化するため申請されたも

のです。 

 申請人に、申請地南西側水路の境界部分の工事について確認したところ、板柵護岸を設置

する際に、併せて泥土の浚渫も行う旨の説明がありました。 

 また、地元生産組合から任意での排水同意が得られていないことについて確認したところ、

申請人から、排水すること自体に反対意見はないが、申請人と組合員の一人との間で、個人

的な問題が発生しているため、同意が得られなかった旨の説明がありました。 

 この排水問題については、現地調査会において隣接農地等への影響について確認を行い、

調査会において影響はないものと判断をしました。 

 その他、転用実施の確実性や転用面積の必要性、周辺への被害防除の計画について問題な

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）。 

 なお、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）と決定をしております。 

 審議番号３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、
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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、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４番についても、転用目的が「農家住宅の敷地拡張」の案件で、申請人は、申請

地の南側に居住していますが、今般、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、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、「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。 

 それでは、これより審議番号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、これより採決いたします。 

 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 16 ページ及び 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 

            ５ 

      第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            20 

○農地部会長（大園敏明君） 
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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、審議番号５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 20 番の２件を議題とします。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この２件については、一体のもの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。 

 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５番と第３号議案 農地法第

５条の規定による許可申請、審議番号 20 番は、一体のものとして申請されていることから、

一括審議・一括採決としました。 

 農地法第４条の規定による許可申請、審議番号５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、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、平成８年頃から申請地を駐車場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ております。 

 地区農業委員の説明などから、転用面積の必要性や周辺への被害防除計画等に問題ないこ

とを確認し、許可なく転用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」に該当するため、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。 

 また、農地法第５条の規定による許可申請、審議番号 20 番については、転用目的が「分

家住宅」の農振除外を経た案件で、申請人は、現在、借家に居住していますが、分家住宅の

建築に当たり、申請地は実家に隣接してい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、代替性や転用実施の確実性、転用面積の必要性、周辺への
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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」に該当するため、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、この２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、これより採決いたします。 

 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５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 20 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 17 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・２・３・４・５・６・７・８ 

○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） 



- 17 - 

 報告します。 

 審議番号１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、家族で借

家に居住していますが、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。 

 その他、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。 

 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、教育施設やショッピングセンターに近く、水道などのライフラインの整備も充

実していることから、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水路との境界部分について確認したところ、申請地側に杭柵護岸を設

置し、水路部分はそのまま法面とすることで、河川砂防課との協議が済んでいるとの回答を

得ました。 

 また、申請地の近くには小学校があり、周辺道路は通学路にもなっているため、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、91 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つ以上の医療施設、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）。 

 91 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、91 番１は、「許可し得る」に該当するため、第３種農地エの（イ）。 
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 91 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「農業施設」の案件で、申請人は、玉ねぎ栽培をしています

が、貯蔵施設がなく、現在、業者に預けている状況であるため、自宅の近隣にある申請地に

玉ねぎ小屋を建築したく、申請されたものです。 

 地区農業委員の説明などから、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。 

 審議番号４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、申請地北

隣の妻の実家に居住していますが、今般、妻の兄家族が戻ってくることになったため、新た

に分家住宅の建築を計画し、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、「特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地」であるため、第１種

農地イの（ア）のｂ。 

 許可基準は、「住宅その他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５番は、転用目的が「条件付分譲住宅及び宅地分譲」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、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、同時利用地である雑種地の南側に残る里道の管理について確認したところ、当

初は払い下げを受ける計画であったが、現在、隣接農地所有者が耕作用通路として利用して

おり、今後も利用するとのことであったため、この管理については、隣接農地所有者が行う



- 19 - 

ことで協議が済んでい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６番は、転用目的が「一般住宅の敷地拡張」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、自宅敷地が手狭で生活に支障を来していることから、敷

地を拡張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、転用実施の確実性や転用面積の必要性、周辺への被害防除

計画等について問題ないことを確認し、許可相当と判断しました。 

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

性の低い農地」であるため、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、８番は、転用目的が「海苔共同乾燥施設の拡張」の農振除外を経た案件で、

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、調査会において申請

人説明を求めました。 

 申請人は、海苔共同乾燥施設を所有していますが、組合員が個別に所有している乾燥施設

では能力が不足していることから、共同乾燥施設を拡張することで、業務を集約し、効率化

を図るために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
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ております。 

 以上のことから、審議番号１番から８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。 

    〔「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。 
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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

たしました。 

 次に、審議番号５番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号５番については、申請どおり許可することに決定

しました。 

 次に、審議番号６番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 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。 

 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７番及び８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７番及び８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 19 ページから 24 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 

            20 番を除く９～24 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号 20 番を除く９番から 24 番までの 15 件を議題とします。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 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番から 12 番までの４件に

ついては、転用目的が「駐車場」の案件で、一体案件として申請されたものであるため、一
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括審議・一括採決とし、北部調査会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。 

 申請人の説明によると、申請人は販売業を営んでおりますが、今般、借地している駐車場

を返還することに加え、店舗を拡張したことなどにより、従業員の増員を計画していること

から、申請地を従業員駐車場としたく、転用申請されたとのことです。 

 申請人に、申請地の東側に残る農地等との境界について確認したところ、東側の土地の一

部について地権者が所在不明であるため、境界から申請地側に引いた形でブロックを新設す

る旨の回答を得ました。 

 また、申請地東側の土地改良区水路の管理用道路から乗り入れることがないか確認したと

ころ、この管理用道路との境界部分にブロックを設けるため、駐車場の出入りは、南側市道

からの１箇所のみの計画としている旨の説明を受けました。 

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

ないことを確認し、許可相当と判断しました。 

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

性の低い農地」に該当するため、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 13 番は、転用目的が「一般住宅」の案件で、申請人は、現在、借家に居住して

いますが、高齢となったことにより、子供との同居を計画し、転用申請されたとのことです。 

 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」に該当するため、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 14 番から 16 番までの３件については、転用目的が６区画の「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、北部調査

会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。 

 申請人の説明によると、申請地は交通の便が良く、学校等も近隣にあるので適地と判断し、
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転用申請されたとのことです。 

 申請人に、西側里道の管理は今後どうなるのかを確認したところ、地元の要望により、地

元が管理しやすくなるようコンクリート舗装をすることになっている旨の回答を得ました。 

 また、申請地北側及び東側に農地があるため、農作業の作業音に苦情が出ないよう、入居

者への説明を行うよう意見が出され、申請人からは、売買契約の際に重要事項を説明するこ

とにしており、その中で説明する旨の回答を得ました。 

 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、審議番号 15 番の 1826 番１の畑が「概ね 10ha以上の規模の一団の農地の区

域内にある農地」に該当するため、第１種農地イの（ア）のａ。 

 その他の田は、「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」に該当するため、第３種農地エの（ア）

のａの（a）。 

 許可基準は、審議番号 15 番の 1826 番１の畑が「申請に係る農地を、隣接地と一体的に利

用する場合で、当該事業の目的達成のために当該農地を供することが必要と認められるもの

（１種農地の占める割合は３分の１を超えないもの）」に該当するため、第１種農地イの

（イ）のｆ。 

 その他の田は、「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 17 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。 

 申請地は住環境が良く、また、申請地の近隣でも高齢化が進んでおり、利用の需要が見込

まれるため、適地と判断し、転用申請されたとのことです。 

 申請地の西側には住宅地が広がっているため、申請人に、資材搬入や建設工事の際の安全

を確認したところ、十分に注意して事故のないようにする旨の回答を得ました。 

 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、「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。 
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 審議番号 18 番、19 番は、転用目的が６区画の「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、北部調査会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、交通の便も良いことから、住宅地に適地と判断し、転

用申請されたものです。 

 申請人に、申請地中央にある水路の法面部分について確認したところ、この部分にはコン

クリート張りを行う旨の説明を受けました。 

 また、申請地の東側墓地との境界部分にある竹林について確認したところ、伐採する方向

で地権者と協議済み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」に該当するため、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 21 番は、転用目的が８区画の「条件付分譲住宅」の案件で、北部調査会委員に

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、近隣に学校や病院があり、交通の便も良いことから、住宅地に適地と判断し、

転用申請されたとのことです。 

 申請人に、申請地の東側及び南側に水路があることから、今後の水路敷の草刈管理及び法

面保護について確認したところ、地元との協議は既に済ませているが、このことについては、

再度、地元と協議をしながら進めていきたいとの回答を得ました。 

 また、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、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、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」に該当するため、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得る」に該
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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 22 番は、転用目的が「車両置場」の案件で、北部調査会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、運送業を営んでいますが、現在、申請地の近くに自宅兼事務所を建築中であり、

加えて、今、借りている車両置場が住宅地の中にあるため、周辺住民へ迷惑がかかっている

ことから、申請地を代替地として車両置場としたく、転用申請されたとのことです。 

 申請地には、昭和 40 年代に地元農業者によって埋設されたパイプラインがありますが、

その損傷防止対策について、申請人に確認したところ、埋設されていると思われる部分に鉄

板を敷設する旨の回答があり、また、万が一損傷した場合については、復旧する旨の念書を

地元生産組合と交わしているとの説明がありました。 

 また、申請地への大型車両の進入経路について確認したところ、大型車両進入の禁止には

なっておらず、経路については、申請地の北東側からの進入を予定しており、集落内は通行

しない旨、地元と協議済み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、「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」に該当するため、甲種農地

ウの（ア）のａ。 

 許可基準については、「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

常生活上また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 ㎡を越えないもの）」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 23 番は、転用目的が自家用の「駐車場」で、北部山間地域の空き家に付随する

狭小な農地の案件です。申請人は、現在、アメリカに居住していますが、帰国後の住まいと

して譲り渡し人所有の空き家を購入したところ、申請地が付随しており、これを駐車場とし

て利用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、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」に該当するため、第２種農地カの（ア）。 
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 許可基準は、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該当するた

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 審議番号 24 番は、転用目的が「農家住宅」の案件で、申請人は、申請地の隣の住宅に居

住していますが、老朽化が著しいため、申請地に農家住宅の建て替えを計画し、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

性の低い農地」に該当するため、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 20 番を除く、９番から 24 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。 

 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番から 12 番までの４件に

ついては、一体案件として申請されたものです。そこで、この４件については、一括審議・

一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、この４件については、一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この４件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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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９番から 12 番までの４件については、申請どお

り許可することに決定しました。 

 次に、審議番号 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 13 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 14 番から 16 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 14 番から 16 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 17 番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号 17 番について、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 18 番及び 19 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。 

    〔「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 18 番及び 19 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 21 番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

○13 番（百武正幸君） 

 ８号地のＢの利用はどうなるのですか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いします。 
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○事務局（宗像 剛農地係主幹） 

 ８号地のＢの部分につきましては、８号地とセットになっています。 

 計画では、宅地より少し低い土地になりまして、その部分をどう活用されるかは、区画の

購入者次第になると申請人から伺っております。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 13 番委員。 

○13 番（百武正幸君） 

 車も行けない様な形で、使いにくいのではと思いますが、その点はどうですか。 

○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） 

 そのことにつきましては、こちらからも確認をしております。 

 用途につきましても、花壇等いろいろ活用できるということで、調査会の中でも御理解い

ただいた状態であります。 

○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） 

 とにかく 100 ㎡前後ありますので、普通、管理がなかなか大変だろうと思いますけれども、

８号地を買われる方に頑張ってもらえると何よりですね。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 もともとの形状がこういう形で出ているものですからですね。買い手の方がうまいぐあい

に有効活用してもらいたいと思います。 

 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） 
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 異議なしと認めます。よって、審議番号 21 番について、申請どおり許可することに決定

しました。 

 次に、審議番号 22 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 22 番について、申請どおり許可することに決定

しました。 

 次に、審議番号 23 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 23 番について、申請どおり許可することに決定

しました。 

 次に、審議番号 24 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 24 番について、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 25 ページ及び 26 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：32,518 ㎡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 

 次に、議案書 27 ページから 54 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 

            １～115 

○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 115 番までの 115

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 115 番までの 115 件 

   新規  35 件： 219,114 ㎡ 

   更新  80 件： 474,363 ㎡ 

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。 

 なお、審議番号 10 番は、一般法人による解除条件付きの利用権設定の案件であるため、

委員による現地調査を行い、調査会において申請人説明を求めました。 

 申請人の説明によると、申請人は電気工事業を営んでいますが、かねてから本業の傍ら農

業に参入し、農業部門においても地元貢献をしたいと考え、申出されたとのことです。 

 申請人に、耕作体制について確認したところ、社員の中に大学の農学部出身者がおり、３

年ほど前から県農業試験場で実習するなど、農業経験を積ませており、会社の方針として、

その社員らを中心に耕作をしていくとのことでした。 

 その他、農業経営強化基盤促進法第 18 条第３項第３号の要件である地域農業者との役割

分担や、役員の農業従事状況について確認を行い、承認できるものと判断しました。 

 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。 
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 この 115 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 115 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。18 番委員。 

○18 番（増田 実君） 

 審議番号 10 番の一般法人の案件についてですが、販路については、どの様なお考えなの

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（野元久美子振興係主任） 

 調査会の申請人説明の際にも、販路についての質問が出ましたが、ＪＡ出荷や商社と相談

中だそうですが、国内外に出荷をするなど、今検討されているということでした。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 18 番委員、事務局の説明でよろしいですか。 

○18 番（増田 実君） 

 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 115 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 115 番までの 115 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 55 ページをお開きください。 
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      第５号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            117 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号 117 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、秋吉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、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 117 番の 

   新規  １件： 132 ㎡ 

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。 
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 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 117 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〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、議案書 55 ページから 62 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 

            117 を除く 116～143 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号 117 番を除く、審議番号 116 番から 143 番までの 27 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 117 番を除く、116 番から 143 番までの 27 件 

   新規  10 件： 43,147.72 ㎡ 

   更新  17 件： 67,252 ㎡ 

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 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〕 
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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 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。31 番委員どうぞ。 

○31 番（今村旨男君） 

 審議番号 127 番、128 番、129 番は無償となっておりますが、どういう理由でしょうか。 

○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） 

 つくってもらえればいいということです。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 31 番委員、今の説明でよろしいですか。 

○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） 

 ほかに質疑なしと認め、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 117 番を除く、審議番号 116 番から 143 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 63 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。 

 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 64 ページをお開きください。 

 

      第７号議案 土地改良事業参加資格交替申出 

            １・２・３・４・５・６ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第７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。 

 第７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６番までの６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。 
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 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。24 番委員。 

○24 番（江口善己君） 

 この申出そのものが、なぜ必要であるのか、事務局から説明をお願いします。 

○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（陣内和昭農地係主任） 

 こちらにつきましては、現在、土地の所有者が土地を法人等に預けておられます。 

 この場合、その利用権設定等による耕作者が土地改良法第３条資格者となり、現時点では

所有者には第３条の資格がございません。土地改良事業参加資格交替につきましては、農業

委員会の承認が必要となっており、今回、土地所有者が土地改良区の役員になられるという

ことで、３条資格者になる必要があるため、この申出がなされています。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 24 番委員、今の事務局の説明でよろしいですか。 

○24 番（江口善己君） 

 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。 

    〔「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、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１番から６番までの６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 65 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。 

○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〕 

○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。 
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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、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 66 ページから 70 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申出（除外） 

            １～14 

○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申出（除外）、審議番号１番から 14 番まで

の 14 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、除外目的が「駐車場の敷地拡張」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・一括採決を行いました。 

 農業振興課の説明などによると、申出人は、檀家数が 140 戸ほどある寺ですが、行事等の

際には、駐車場が不足し支障をきたしているため、既存敷地を拡張したく、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、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３番は、除外目的が「分家住宅」の案件で、農業振興課の説明などによると、申

出人は家族で借家に居住していますが、今般、分家住宅の建築を計画するにあたり、申出地

は、実家が耕作する農地に近いため適地と判断し、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の確認を行い、

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、除外目的が「農家住宅」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、家族で借家に居住していますが、自己用の農作業場がないため、

今般、農家住宅および農業用倉庫の建築を計画したところ、申出地は、実家や現在耕作して

いる農地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の確認を行い、

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５番は、除外目的が「有料老人ホーム」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、佐賀市内で介護事業を営んでいますが、

今般、新たに有料老人ホームの建築を計画したところ、申出地周辺は住環境が良く、高齢化

率も高いことから、施設利用の需給が見込めるため、適地と判断し、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、承認できる

ものと判断しました。 

 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。 
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 審議番号６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、申出地の西側に居住していますが、今般、土地の調査をしたところ、申

出地が農地であることが判明したため、適法化したく、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。 

 審議番号７番及び８番は、除外目的が「農産物加工施設（堆肥施設）」、審議番号９番は

「一般住宅の敷地拡張」の案件で、この３件は一体のものとして申出されていることから、

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。 

 農業振興課の説明などによると、審議番号７番及び８番について、申出人は、平成２年頃

から申出地を含めて堆肥製造業を営んでおりますが、申出地は、平成 15 年に亡父から相続

した土地で、以前から亡父が酪農業の敷地として利用していたため、宅地と思い込んでいた

とのことで、今般、適法化したく申出されたものです。 

 また、審議番号９番について、申出人は、申出地の北側に居住していますが、今般、土地

の調査を行ったところ、現在通路として利用している申出地が農地であることが判明したた

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、967 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）。 

 967 番３及び 987 番１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。 

 979 番１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、967 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
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該当するため、第２種農地カの（イ）。 

 審議番号７番、８番の 967 番３、979 番１及び 987 番１は、「農業用施設」に該当するた

め、第１種農地イの（イ）のｃの（a）。 

 審議番号９番の 967 番３、979 番１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 10 番、11 番は、除外目的が「一般住宅の敷地拡張」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・一括採決を行いました。 

 農業振興課の説明などによると、申出人は、平成９年に住宅を建築しましたが、平成 26

年の国土調査の際、申出地が農地であることが判明したため、適法化したく、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、「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、「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 12 番、13 番は、除外目的が「認定こども園の移転」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ました。 

 農業振興課の説明などによると、申出人は、既存の施設が老朽化し、かつ、敷地が手狭で

あることから移転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

あるため、適地と判断し、申出されたものです。 

 委員から、申出地内にはパイプラインが埋設されているため、造成による荷重で管が破損

することが危惧されるため、パイプラインが埋設されている部分については、造成は行わず、

緑地帯として利用することを申出人に検討していただくよう意見が出されました。 

 また、計画されている出入り口は国道であるため、交通安全に配慮いただくよう意見が出

されました。 

 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
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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、「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 14 番は、除外目的が「一般住宅の敷地拡張」の案件で、農業振興課の説明など

によると、申出人は申出地の北側に居住していますが、申出地は平成 21 年に亡父から相続

した土地で、以前から叔父の自宅敷地として利用されてきたとのことで、今般、土地の調査

をしたところ、申出地が農地である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、「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 14 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） 

 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番及び２番の２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。 
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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番及び２番の２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３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〕 

○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。 

 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７番から９番までの３件につ

いては、一体のもの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。 

    〔「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） 
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 異議なしと認めます。よって、審議番号７番から９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。 

 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 10 番及び 11 番の２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 10 番及び 11 番の２件については、申出どおり承

認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 12 番及び 13 番の２件につい

ても、一体案件として申出されたものです。 

 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） 
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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２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 12 及び 13 番の２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 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、議案書 70 ページから 73 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申出（除外） 

            15・16・17・18・19・20・21・22 

○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申出、審議番号 15 番から 22 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 15 番、16 番は、除外目的が「介護施設の拡張」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、申出人は介護施設を営んでいますが、利用者及び職

員の増加により駐車場が不足しているため、駐車場の拡張と合わせ、地域住民との交流が出
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来るように園内行事場所や遊歩道を設置したく、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」に該当するため、

第１種農地イの（ア）のａ。 

 許可基準は、「既存施設の拡張（既存施設の敷地面積の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 17 番は、除外目的が「保育園の拡張」の案件で、委員による現地調査を行いました。 

 農業振興課からの説明などによると、申出人は申出地の南側で保育園を営んでいますが、

現在の敷地が狭く、運営に支障をきたしており、また、今後の待機児童解消のため、園児の

増加が見込まれることから敷地拡張を計画し、申出されたものです。 

 その他、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、「水管、下水道管等が埋設された幅員４ｍ以上の道路の沿道の区域で、かつ、

概ね 500ｍ以内に２以上の医療施設が存在する農地」に該当するため、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 18 番は、除外目的が「農家住宅」の案件で、農業振興課からの説明などによる

と、申出人は農業を営みながら、現在、市街化区域内の住宅に居住していますが、敷地が狭

いため、自宅での農作業に支障をきたしているとのことです。 

 そこで、申出地に農家住宅を建築して、農業後継者である子供家族と同居し、一緒に農業

を継続していくことを計画し、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、「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」に該当するため、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 19 番、20 番は、除外目的が「農家住宅の敷地拡張」と「分家住宅」の案件です
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が、一体的に造成を行うことから、一括審議・一括採決としました。 

 農業振興課からの説明などによると、審議番号 19 番の申出人は、平成 11 年に亡父から申

出地を相続しましたが、その一部が以前から宅地として利用されていたとのことで、今般、

適法化したく申出されたものです。 

 また、審議番号 20 番については、申出人は現在、借家に居住していますが、今後、親の

農業を手伝っていく必要があると考え、分家住宅の建築を計画し、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、許可な

く転用し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。 

 審議番号 19 番、20 番の農地区分は、「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」

に該当するため、甲種農地ウの（ア）のａ。 

 許可基準は、審議番号 19 番が「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、甲種農地ウの

（イ）のｄ。 

 審議番号 20 番は、「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（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 21 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、申請人は平成 17 年に農業用倉庫の建築を計画し、山林を拓いて建築しましたが、

申出地まで越境して造成していたことが判明したため、今回、適法化したく申出されたもので

す。 

 その他、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、許可なく転用し

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、「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」に該当するため、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 22 番は、除外目的が「植林」の案件で、農業振興課の説明などによると、申出

地は、耕作を続けることが困難な農地であったため、申出人の父が 10 年ほど前に、手続き
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が必要とは知らずに植林していたことから、今般、適法化したく申出されたものです。 

 その他、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、許可なく転用し

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、「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」に該当するため、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 15 番から 22 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 15 番及び 16 番の２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 15 番及び 16 番の２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 17 番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申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、審議番号 18 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 18 番については、申出どおり承認することに決

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 19 番及び 20 番の２件につい

ては、一体のものとして申出されたものです。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、申出どおり承認することに御異議ございませんか。 



- 54 - 

    〔「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 19 番及び 20 番の２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 21 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 21 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 22 番について質疑に入ります。質疑ございませんか。31 番委員。 

○31 番（今村旨男君） 

 周囲は植林ですか。何か耕作されていますか。 

○26 番（山口敏勝君） 

 周りは全て植林されています。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 31 番委員、今の説明でよろしいですか。 

○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。 

 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〕 
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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 22 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 74 ページから 78 ページまでをお開きください。 

 

      第 10 号議案 農地法第 10 条の規定による変更申出 

            １～13 

○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 13 番までの 13 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番から 13 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 13 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 13 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 13 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１番から 13 番までの 13 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 78 ページ及び 79 ページをお開きください。 

 

      第 10 号議案 農地法第 10 条の規定による変更申出 

            14・15・16・17・18 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号 14 番から 18 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 14 番から 18 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５件について、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

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

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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〕 
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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 番から 18 番までの５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 141 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 141 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 141 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 11 時 45 分 閉会 


