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第148回佐賀市農業委員会農地部会議事録 

 

 日  時  平成30年１月19日(金) 午前９時26分～午前10時59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５条による届出 

４．議 案 

  第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

  第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

  第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

  第４号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

  第５号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

  第６号議案 農用地利用配分計画（案）に対する意見の決定について 

  第７号議案 非農地通知について 

５．閉 会 
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午前９時26分 開会 

○農地部会長（大園敏明君） 

 皆さんおはようございます。 

 昨日、私は、昨年水害がありました福岡県朝倉市杷木町に用件がございまして行ってみま

した。そうしたら、やはり農地がほとんど流出しているような状況でございました。被害に

遭われた方々に対しましては、心からお見舞い申し上げます。今後、こういった災害がどこ

で起きるかもしれません。その点は、皆さん身の安全を一番最初に確保してもらいたいと思

います。災害がないのが一番いいですけど、これはどうしようもないという感じも致します。 

 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148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10件、報告第２号 

農地法第18条合意解約通知27件、報告第３号 使用貸借解約通知12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５条による届出11件、議案としては、第１号

議案 農地法第３条の規定による許可申請６件、第２号議案 農地法第４条の規定による許

可申請３件、第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請16件、第４号議案 農用地利

用集積計画（案）所有権移転９件、第５号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定45件、

第６号議案 農用地利用配分計画（案）に対する意見の決定について１件、第７号議案 非

農地通知について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１月９日、北部は１月10日に行っております。 

 また、調査会については、南部が１月11日、北部が１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。 

 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、

43番委員の吉田委員、４番委員の北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22ページ、23ページ、農地法

第４条の規定による許可申請 審議番号３番及び議案書24ページ、26ページ、29ページ及び

30ページ、農地法第５条の規定による許可申請 審議番号２番、３番、７番、14番及び16番
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の審議結果について、坂井会長より報告をお願いします。 

○会長（坂井夫君） 

 第22回常設審議委員会会議の報告をいたします。 

 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

㎡以下はございません。 

 農地法第５条の規定による意見聴取について４件、3,000㎡超え２件、1,000㎡以上3,000

㎡以下２件。 

 農地法第４条関係１件及び農地法第５条関係４件については、異議なしとして佐賀市農業

委員会会長へ回答された。 

 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ページから４ページまでをお開きください。 

 

      報告第１号 農地法第３条の３届出 

            １・２・３・４・５・６・７・８・９・10 

○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10番までの10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10ページ、11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 

            21・23・26 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ここで皆さんにお諮りします。 
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 報告第２号 農地法第18条合意解約通知、報告番号21番、23番及び26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３件について先に意見を

伺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、吉田委員には一時退室いただき、この３件について先に意

見を伺う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。 

 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５ページから11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 

            21・23・26を除く１～27 

○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21番、23番及び26番を除く、報告番号

１番から27番までの24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13ページをお開きください。 
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      報告第３号 使用貸借解約通知 

            ７ 

○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７番についても、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意見を伺いたいと思い

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、吉田委員には、一時退室いただき、この案件について先に

意見を伺う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12ページから14ページまでをお開きください。 

 

      報告第３号 使用貸借解約通知 

            ７を除く１～12 

○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７番を除く、報告番号１番から12番までの11件

について、御意見はありませんか。31番委員。 

○31番（今村旨男君） 
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 報告番号11番は、地目が畑で現況が山林となっていて、解約の事由が非農地のためという

ことは、もう非農地になっているということですか。 

○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） 

 ただいまの御質問ですけれども、議案書47ページに非農地の議案が出ておりまして、その

農地でございます。現状は山林になっておりまして、そこに使用貸借の契約が結ばれたま

まとなっておりましたので、今回、非農地申出と併わせて解約もしていただいたという形で

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15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16ページから19ページまでをお開きください。 
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      局長専決処分報告第１号 農地法第５条による届出 

                  １～11 

○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５条による届出、報告番号１番から11番までの11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20ページをお開きください。 

 

      第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            １ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番号１番を議題とします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 審議番号１番は、普通売買の案件です。 

 なお、この案件については、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

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） 
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 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号１番については、申請どおり許可することに決定

しました。 

 次に議案書20ページ、28ページ及び29ページをお開きください。 

 

      第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            ２ 

      第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            13・14 

○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13番、14番の３件を議題とします。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この３件については、営農型発電設備の案件で、一体のもの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１号議案 農地法第３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13番、14番は、営農型太陽光発電設備の案件で、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、委員による現地調査を

行い、調査会において申請人による説明を求めました。 
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 農地法第３条の規定による許可申請、審議番号２番については、「区分地上権の設定」の

案件で、農地の上空に太陽光パネルを設置するにあたり、その上空の利用についての権利設

定を行うため申請されたものです。 

 この案件は、耕作のための申請ではありませんので、下限面積などの農地法第３条第２項

各号の要件は必要とせず、耕作者の説明などから下部農地での営農に支障は無いものと思わ

れ、地権者の同意も得られていることから、許可相当と判断しました。 

 また、農地法第５条の規定による許可申請、審議番号13番、14番については、「営農型発

電設備（一時転用）」及び「工事用作業場（一時転用）」の案件で、申請人の説明によると、

申請地は、周りに高い建物等がないため、地権者の同意を得て、耕作農地の上空に営農型太

陽光発電設備を設置することを計画し、工事用作業場の利用と併せて一時転用申請されたも

のです。 

 耕作者に、下部農地での栽培について確認したところ、これまでと同様に表作のみで大豆

栽培を計画しているとのことで、１ｍ間隔でパネルを設置することにより、発育に必要な日

照量を確保でき、また、パネルまでの高さを2.5ｍとしているため、下部農地での農業用機

械の利用には問題ないとの回答を得ました。さらに、営農型太陽光発電設備の設置要件であ

る、地域単収の８割以上の収量は十分に確保できるとの説明を受けました。 

 また、裏作について確認したところ、耕作は行わず、耕起や草刈などを適時行い、周辺の

農地に影響が出ないように維持管理をしていく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問題

ないことを確認し、農地復元確約書も提出されているため、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、いずれも「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」に該当するため、農用地アの（ア）。 

 許可基準については、「仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うも

の」に該当するため、農用地アの（イ）のｃ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。 
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 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 土地の賃借期間は、この調査書の資料どおりで20年間ということでよろしいですか。 

○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（宗像 剛農地係主幹） 

 20年間になっております。 

○13番（百武正幸君） 

 そうした場合、大豆の３年ぐらいまでの計画は当然書いてありますけれども、大豆作の連

続して20年というのは、今まで私たちの周りを見てもなかなか厳しいものがあって、他に裏

作等をしないと大変だろうとは思いますけれども、その辺、申請人さんは何かおっしゃって

いましたでしょうか。 

○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） 

 申請では大豆を作付けしますが、裏作については特に耕作するというお話ではございませ

んでした。連作の障害などがありましたら、その時の措置というものは必要になってくるか

と思います。ある年に大豆がとれなくなるということは、例えば、連作障害のためにそうい

う状況になるというのは、太陽光発電の上では想定内ですので、対処をしていただければと

思っております。 

○13番委員（百武正幸君） 

 関連してですけれども、もし大豆作がなかなか思うような８割の収量がとれなかった場合、

作物転換するという時には、また委員会に新たな申請を出したり、そういう手続、手間は要

るわけですね。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 はい、事務局。 

○事務局（宗像 剛農地係主幹） 

 そういったこともありまして、３年間という形の一時転用になってございますので、節目

節目で作物転換をお考えいただければと思っております。 
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○農地部会長（大園敏明君） 

 13番委員、事務局の説明でよろしいですか。 

○13番委員（百武正幸君） 

 はい。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ほかに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１号議案、審議番号２番及び第３号議案、審議番号13番、

14番については、申請どおり許可することに決定しました。 

 次に、議案書21ページ、40ページ及び41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 

            ５ 

      第５号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            34・35 

○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５番及び第５号議案 農用地

利用集積計画（案）利用権設定、審議番号34番、35番の３件を議題とします。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この３件については、申請人が同一の新規就農の案件で、同時に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） 
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 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１号議案 農地法第３条の規定による許可申請 審議番号５番及び第５号議案 農用地

利用集積計画（案）利用権設定、審議番号34番、35番については、申請人が同一の新規就農

の案件で、同時申請されることにより、下限面積を満たすことになるため、一括審議、一括

採決を行い、調査会において申請人説明を求めました。 

 申請人は、現在、夫の母の看病のため、一時的に夫の実家に居住していますが、近い将来、

申請地近くの自宅に戻る計画で、これを機に、第二の人生として夫婦で農業を始めたく申請

されたものです。 

 申請人に対し、農業経験や今後の営農計画について尋ねたところ、申請人夫婦は、共にそ

れぞれの実家で農作業を手伝っていたとのことで、今後については、譲渡人である兄や親戚

の協力を得ながら営農を続けていきたいとの説明を受けました。 

 また、委員から、地元生産組合への加入など、地域との調和を図ってもらうよう意見が出

されました。 

 その他、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ました。 

 また、農業経営基盤強化促進法第18条第３項の各要件も満たしているため、この３件につ

いては、申請どおり許可相当として、また、計画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） 
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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３件について、申請どおり許可及び計画案通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１号議案、審議番号５番については申請どおり許可する

ことに、また、第５号議案、審議番号34番、35番については、計画案どおり承認することに

決定しました。 

 次に、議案書20ページ及び21ページをお開きください。 

 

      第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            ３・４・６ 

○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３番、４番及び６番の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、４番及び６番は、普通売買の案件で、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〕 
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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３番、４番及び６番の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22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 

○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２番については、転用目的が「農家住宅の敷地拡張」の案件で、申請人は農業を

営んでいますが、平成６年頃に住宅を建築した際に、手続きが必要とは知らず、申請地部分

まで造成し、現在まで住宅敷地の一部として利用してきたとのことで、適法化のため申請さ

れたものです。 

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

ないことを確認し、許可なく転用されたことについても悪意は認められず、許可相当と判断

しました。 

 農地区分は、「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
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るため、甲種農地ウの（ア）のａ。 

 許可基準は、「既存の施設の拡張（拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面

積の２分の１を超えないものに限る）」に該当するため、甲種農地ウの（イ）のｄと決定し

ております。 

 以上のことから、審議番号２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。 

 この案件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号２番については、申請どおり許可することに決定

しました。 

 次に、議案書22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 

            ３・４ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号３番及び４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３番は、転用目的が「駐車場（一時転用）」の案件で、申請人は、社会福祉事業

を営んでいますが、今般、市道の新設工事に伴い、既存の職員駐車場が利用できなくなった
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ため、申請地をその代替地として利用したく、一時転用申請されたものです。 

 なお、地元委員から申請人に対し、表土の仮置場部分について、大雨の際には土砂の流出

防止に努めるよう申し入れをしている旨の報告がありました。 

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

て問題ないことを確認し、農地復元確約書も提出されているため、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、2292番は「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。 

 他９筆は、「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」

に該当するため、農用地アの(ア)。 

 許可基準については、2292番は「仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため行

うものであって、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認め

られるもの」に該当するため、第１種農地イの(イ)のｂ。 

 他９筆は、「仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うもの」に該当す

るため、農用地アの(イ)のｃと決定しております。 

 審議番号４番は、転用目的が「植林」の一部農振除外を経た案件で、申請地は、山間部の

急傾斜地内にあり、耕作用道路も狭く、耕作が困難なため転用申請されたものです。 

 地区農業委員の説明などから、代替性や転用面積の必要性、周辺への被害防除計画等につ

いて問題ないことを確認し、また、許可無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。 

 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。 
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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、議案書24ページから27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・９・10 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番号１番から10番までの10件を議

題とします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 審議番号１番は、転用目的が「建売分譲住宅」の案件で、委員による現地調査を行い、調

査会において申請人説明を求めました。 
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 申請地は、近隣に商業施設等があり、交通の便も良いことから、住宅地に適地と判断し、

申請されたものです。 

 申請人に、申請地内の道路の管理について確認したところ、開発後は住宅購入者の共有持

分となることから、売買契約の際に特約事項として購入者に説明するとのことでした。 

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

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、ガス管が埋設された幅員４ｍ以上の道路の沿道区域で、かつ、概ね

500ｍ以内に２以上の医療施設が存在する農地」であるため、第３種農地エの（ア）のａの

（a）。 

 許可基準は、「許可し得る」に該当するため、第３種農地エの(イ)と決定しております。 

 審議番号２番及び３番は、転用目的が「建売分譲住宅」の案件、審議番号４番は、「一般

住宅の敷地拡張」の案件で、一体的に造成される計画となっていることから、一括審議・一

括採決とし、委員による現地調査を行い、調査会において申請人説明を求めました。 

 審議番号２番及び３番の申請地は、商業施設等に近く、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。 

 また、審議番号４番については、申請人は、申請地の東隣に居住していますが、現在の住

宅敷地が狭いため、敷地を拡張したく申請されたものです。 

 申請人に、申請地内の道路と東側市道との交差点部分の安全性が心配されることから、カ

ーブミラー等の設置の有無について確認したところ、開発協議にあたって市担当課からの指

導はないものの、今後、地元から要望があった場合には、設置に向けて検討する旨の回答が

ありました。さらに、住宅購入者に対しては、周辺での農作業への理解について、契約の際

に説明するとのことでした。 

 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、審議番号２番及び４番は、「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。 

 審議番号３番は、「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）。 
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 許可基準は、審議番号２番は、「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種農地イの

（イ）のｃの（e）。 

 審議番号３番は、「許可し得る」に該当するため、第３種農地エの(イ)。 

 審議番号４番は、「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５番は、転用目的が「農家住宅」の農振除外の決定を経た案件で、申請人は、農

業を営んでいますが、現在の借家が手狭であり、また、市外でもあることから、農家住宅の

建築を計画したところ、申請地は、実家や耕作農地に近いため、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種農地イの（イ）のｃの（e）と

決定しております。 

 審議番号６番は、転用目的が「有料老人ホーム」の農振除外の決定を経た案件で、調査会

において申請人説明を求めました。 

 申請人は、介護事業を営んでいますが、今般、有料老人ホームの建築を計画したところ、

申請地周辺は住環境が良く、高齢化率も高いことから、施設利用の需要が見込めるため、適

地と判断し、申請されたものです。 

 申請人に、申請地南側に残る農地の排水について確認したところ、今後は西側水路へ排水

する計画であり、現在のコルゲート管を南北方向から東西方向へ埋設しなおす旨の回答があ

りました。また、委員から申請地東側の既設パイプラインについては、計画どおり確実に保

護工事を行うよう意見が出されました。 

 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。 
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 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以上の教育施設等が存在する農地」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７番は、転用目的が「建売分譲住宅」の案件で、委員による現地調査を行い、調

査会において申請人説明を求めました。 

 申請地は、交通の便が良く、周辺には学校や病院、商業施設もあり、住環境が良いことか

ら、住宅地に適地と判断し、申請されたものです。 

 申請人に、宅地造成時の土砂の搬入経路について確認したところ、申請地北東側の既存の

分譲住宅の道路から、４トン車で搬入するとのことで、土砂搬入にあたっては、振動による

既存建物への影響が考えられることから、北側住宅の居住者には事前説明を行っており、着

工前には家屋調査を予定しているとのことでした。 

 また、申請地南側に残る農地について確認したところ、引き続き、地権者が耕作する旨の

説明がありました。 

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

て問題ないことを確認し、許可相当と判断しました。 

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

性の低い農地」であるため、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８番は、転用目的が「水路敷き」の案件で、申請人は、檀家数が60戸ほどある寺

院ですが、今般、申請地西側の境内地の法面保護のための護岸工事を行うにあたり、申請地

を水路敷きとして整備し、境内地沿いの水路敷きと付け替えを行いたく、転用申請されたも

のです。 

 地区農業委員の説明などから、転用実施の確実性や転用面積の必要性、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
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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種農地イの（イ）のｃの（e）と

決定しております。 

 審議番号９番、10番は、転用目的が「一般住宅の敷地拡張」の一部農振除外の決定を経た

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・一括採決を行いました。 

 申請人は、申請地の北側に居住していますが、今般、土地の調査をしたところ、自宅敷地

の一部が農地であることが判明したため、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、審議番号９番は、「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）。 

 審議番号10番は、「特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地」に該当するため、

第１種農地イの(ア)のｂ。 

 許可基準は、審議番号９番は、「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）。 

 審議番号10番は、「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種農地イの（イ）のｃの

（e）と決定しております。 

 以上のことから、審議番号１番から10番までは、申請どおり許可相当として部会へ送るこ

とに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、これより審議番号１番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 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。 

 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番から４番までの３件に

ついては、一体的に造成する計画となっています。 

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

いませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

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

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この３件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号２番から４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。 
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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。 

 この案件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号７番については、申請どおり許可することに決定

しました。 

 次に、審議番号８番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号８番については、申請どおり許可することに決定

しました。 

 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９番及び10番の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
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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。37番委員。 

○37番（井上文昭君） 

 審議番号10番の土地は、譲渡人が佐賀市になっておりますが、この辺の経緯はどうなって

いますか。 

○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（陣内和昭農地係主任） 

 こちらにつきましては、合併前の久保田町の時代から所有していた農地でございまして、

現在、財産を管理しております担当課に確認しましたけれども、経緯についてはよくわから

ないということでございました。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 37番委員、今の事務局の説明、よろしいですか。 

○37番（井上文昭君） 

 はい。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ほかにございませんか。18番委員。 

○18番（増田 実君） 

 今の件ですけれども、図面を見ていたら、市の土地が三角に少し残っているわけですよね。

ここだけが佐賀市の土地であるのか、まわりにもまだほかにあるのか、その辺がわかれば教

えていただきたいと思います。 

○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） 

 審議番号10番の三角の農地の東側と南側につきましては、個人所有の農地になっておりま

して、申請地を含めて周辺は圃場整備が入っております。圃場整備の際に、何らかの理由で
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この2.25平米だけが久保田町の所有になったものと思われます。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 18番委員、今の事務局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９番、10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28ページから30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 

            13・14を除く11～16 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号13番、14番を除く、審議番号11番から16番までの４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11番は、転用目的が「店舗の敷地拡張」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、申請地北側で販売業を営んでいますが、現在、既存の駐車場が手狭となってい

るため、申請地を駐車場として拡張したく、転用申請されたものです。 

 申請人に、申請地東側部分の緩衝地について確認したところ、隣接住民からの要望を受け
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入れる形で、幅５ｍの緩衝地を設ける計画であるとのことでした。これに対し、委員から、

既存の緩衝地を含め、新しい緩衝地についても、有効利用できないかとの意見が出され、申

請人から、地元と協議し、検討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、下水管等が埋設された幅員４ｍ以上の道路の沿道区域で、かつ、500

ｍ以内に２以上の教育施設、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12番は、転用目的が「一般住宅」の案件で、申請人は、現在、佐賀市内で働いて

いますが、市外に居住しており、通勤に不便なため、近隣地区で住宅を建築したく、転用申

請されたものです。 

 地区農業委員の説明などから、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15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、手狭であることから住宅の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、転用申請されたものです。 

 地区農業委員の説明などから、代替性や転用実施の確実性、転用面積の必要性、周辺への

被害防除計画等について問題ないことを確認し、許可相当と判断しました。 

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

産性の低い農地」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16番は、転用目的が「資材置場の敷地拡張」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。 
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 申請人は、資材販売業及び産業廃棄物処分業等を営んでいますが、今般、既存の事業場に

隣接する申請地に資材置場を移転拡張したく、転用申請されたものです。 

 申請人に、既存敷地内を通るパイプラインに損傷等があった場合の対応について確認した

ところ、損傷があった場合は、直ちに現状復旧を行う旨の回答がありました。 

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

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、甲種農地ウの（イ）のｄと決定して

おります。 

 以上のことから、この４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、審議番号12番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 
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 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号12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15番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申請どおり許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号15番については、申請どおり許可することに決定

しました。 

 次に、審議番号16番について質疑に入ります。質疑ございませんか。13番委員。 

○13番（百武正幸君） 

 図面の34ページに4127－２に関しては畑に形状変更というように書いてはありますけれど

も、この4127－２、4127－３は、地主さんは一緒ですか。 

○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（宗像 剛農地係主幹） 

 ここは同じ地主の田でございます。今回の申請地の隣は緩衝地という意味合いもありまし

て、申請人の関係者の方が第３条で購入されます。畑に形状変更した上で耕作をされると聞

いております。 

○13番（百武正幸君） 

 ここは、私も過日見てきたんですけれども、西側の方のブロック塀を築くところは、今の

畦畔ではないということですかね。 

○北部調査会長（井上文昭君） 



- 29 - 

 事務局、説明をお願いします。 

○事務局（宗像 剛農地係主幹） 

 もとは、ここは4127－２で１枚の田でございました。拡張に必要な面積のみ分筆されて、

4127－3ができましたが、地形的には１枚の田として使われております。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 13番委員、今の説明でいいですか。 

○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） 

 ほかに質疑ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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16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31ページ及び32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・７・８ 

○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８番までの８件を

議題とします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 審議番号１番から８番までの８件：36,823㎡について、調査会において審議したところ、
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農業経営基盤強化促進法第18条第３項の各要件を満たしているため、計画案どおり承認し、

部会へ送ることに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

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

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

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

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この８件について、計画案どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号１番から８番までの８件については、計画案どお

り承認することに決定しました。 

 次に、議案書32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 

            ９ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号９番を議題とします。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 審議番号９番の1,547㎡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
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進法第18条第３項の各要件を満たしているため、計画案どおり承認し、部会へ送ることに決

定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、計画案どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号９番については、計画案どおり承認することに決

定しました。 

 次に、議案書33ページから37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 

            １～23 

○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23番までの23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23番までの23件 

   新規  14件： 55,495㎡ 

   更新  ９件： 61,046㎡ 

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。 
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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23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23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23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23番までの23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38ページから45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 

            34・35・43を除く24～46 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号34番、35番及び43番を除く、審議番号24番から46番までの20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34番、35番及び取り下げがあった43番を除く、審議番号24番から46番までの20件 

   新規  13件： 54,514㎡ 

   更新  ７件： 57,343㎡ 
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について、調査会において審議したところ、各案件ともに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20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20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20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34番、35番及び43番を除く、審議番号24番から46

番までの20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46ページをお開きください。 

 

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

○農地部会長（大園敏明君） 

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

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（百武正幸君） 

 報告します。 

 第６号議案 農用地利用配分計画（案）に対する意見の決定について、調査会において審
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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47ページをお開きください。 

 

      第７号議案 非農地通知について 

            １ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第７号議案 非農地通知について、審議番号１番を議題とします。 

 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〕 
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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、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番については、非農地とすることに決定しまし

た。 

 お諮りします。 

 第148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148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148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59分 閉会 


