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第149回佐賀市農業委員会農地部会議事録 

 

 日  時  平成30年２月16日(金) 午前９時27分～午前11時00分 

 場  所  佐賀市大和支所  ２階第２会議室 

 出 席 者  別紙名簿のとおり 

 次  第  １．開 会 

２．報 告 

  第１号 農地法第３条の３届出 

  第２号 農地法第18条合意解約通知 

  第３号 使用貸借解約通知 

３．局長専決処分報告 

  第１号 取消願（農地法第５条による届出） 

  第２号 農地法第４条による届出 

  第３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 農振法第13条の規定による変更申出（除外） 

  第７号議案 農振法第13条の規定による変更申出（編入） 

  第８号議案 農振法第10条の規定による変更申出 

５．閉 会 
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午前９時27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。 

 今年は例年になく寒い日が続いています。東北では、積雪が３ｍ以上ということで、大変

農業被害も出ているようでございます。佐賀においてはそういうことは少ないですけど、い

ろいろな災害が起きているようでございますので、皆さん十分注意してください。 

 また、隣の国の韓国では冬季オリンピックが開催されています。今日の新聞では、日本の

選手の皆さんが頑張っておられて、銀が４個、銅が３個ということで記載されていました。

金がないのがちょっと寂しいような気がしますけど、選手一丸となって頑張ってもらいたい

と思います。皆さんも金に結びつくような応援をぜひやっ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14名で定足数に達しておりますので、

ただいまより第149回佐賀市農業委員会農地部会を開会します。 

 なお、本日は百武南部調査会長が欠席されておりますので、代理で高祖南部副調査会長に

出席いただいております。 

 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６件、報告第２号 

農地法第18条合意解約通知12件、報告第３号 使用貸借解約通知５件、局長専決処分報告第

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

届出１件、局長専決処分報告第３号 農地法第５条による届出５件、議案としては、第１号

議案 農地法第３条の規定による許可申請10件、第２号議案 農地法第４条の規定による許

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６件、第４号議案 農用地利

用集積計画（案）所有権移転12件、第５号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定48件、

第６号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外）８件、第７号議案 農振法第13条

の規定による変更申出（編入）１件、第８号議案 農振法第10条の規定による変更申出５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２月６日、北部は２月７日に行っております。 

 また、調査会については、南部が２月８日、北部が２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。 
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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、

10番委員の山口明委員、18番委員の増田委員の両名を指名します。 

 今回「常設審議委員会」に意見を求める案件はなかったことを報告します。 

 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 

○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。 

 次に、議案書５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 

            11 

○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11番は吉田委員本人の案件となってお

りますので、吉田委員に一時退室いただき、この案件について先に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〕 
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○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３ページから５ページまでをお開きください。 

 

      報告第２号 農地法第18条合意解約通知 

            11を除く１～12 

○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11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。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 議案書６ページ及び７ページをお開きください。 

 

      報告第３号 使用貸借解約通知 

            １・２・３・４・５ 

○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８ページをお開きください。 
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      局長専決処分報告第１号 取消願（農地法第５条による届出） 

                  １・２ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 局長専決処分報告第１号 取消願（農地法第５条による届出）、報告番号１番及び２番の

２件について、御意見はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 議案書９ページをお開きください。 

 

      局長専決処分報告第２号 農地法第４条による届出 

                  １ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 局長専決処分報告第２号 農地法第４条による届出、報告番号１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ページ及び11ページをお開きください。 

 

      局長専決処分報告第３号 農地法第５条による届出 

                  １・２・３・４・５ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 局長専決処分報告第３号 農地法第５条による届出、報告番号１番から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。 

 これより議案の審議に入ります。 
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 議案書12ページをお開きください。 

 

      第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            １・２・３・４・５・６ 

○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。 

○南部副調査会長（高祖保則君） 

 報告します。 

 審議番号１番、２番、４番、６番は、普通売買の案件、審議番号３番は、贈与の案件、審

議番号５番は、親族間での贈与の案件です。 

 審議番号１番、２番は、申請人が同一で、同時に申請されることにより、下限面積要件を

満たすことになるため、一括審議・一括採決を行い、「新規就農」の案件であることから、

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、かねてより農業に興味があったため、定年退職後、農業大学校での研修を受け、

現在は地元の農家の下でトマトの栽培技術等の研修を受けているとのことで、今般、独立し

て農業をはじめたく申請されたとのことです。 

 申請人に、今後、農業をしていく上での労働力や栽培技術について確認したところ、今回、

取得する農地のうち、１反程度については施設園芸としてトマトを栽培し、残る農地では、

栽培時期をずらしながら露地野菜を耕作していくとのことで、労働力については問題なく、

また、栽培技術についても既に習得しているため、問題ない旨の説明がありました。 

 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） 
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 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、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６番までの６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13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 

            ７・８・９・１０ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号７番から10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７番は、親族間での使用貸借の案件、審議番号８番から10番までは、普通売買の

案件です。 

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

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



- 8 - 

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、許可要件のすべ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、一括審議・一括採決を行います。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。31番委員。 

○31番（今村旨男君） 

 審議番号８番は、273㎡で売買価格が総額500万円となっていますが、これはどういうこと

ですか。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 すみません、事務局お願いします。 

○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） 

 市街化区域内の田でございまして、譲受人はその隣を耕作していらっしゃるそうで、例え

ば、その場所に他のものが建ったりしても困るので、この金額でお互い話し合って決められ

ておられます。 

○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） 
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 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〕 

○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番から10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、議案書14ページ及び15ページをお開きください。 

 

      第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

            １・２・３・４ 

○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４番までの４件を議

題とします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部副調査会長（高祖保則君） 

 報告します。 

 審議番号１番は、転用目的が「太陽光発電設備の敷地拡張」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、申請地西側で発電事業を行っていますが、申請地は周囲に日照の妨げとなる高

い建物がないため、施設を拡張したく申請されたものです。 

 申請人に、申請地東側に残る農地の利用について確認したところ、野菜を作ったり、苗床

などとして利用していくとの回答を得ました。 

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

を確認し、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、「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、第１種農

地イの（ア）のａ。 
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 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２番は、転用目的が「一般住宅の敷地拡張」の案件で、申請地は、圃場整備に伴

い、自宅敷地の隣に張り付けられた狭小な農地であり、今般、申請人が土地の調査をしたと

ころ、自宅敷地の一部として利用している申請地が、農地のままであったことが判明したた

め、適法化すべく申請されたものです。 

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

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

しました。 

 農地区分は、「特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地」であるため、第１種

農地イの（ア）のｂ。 

 許可基準は、「既存の施設の拡張（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番も、転用目的が「一般住宅の敷地拡張」の案件で、申請人が土地の調査をし

たところ、申請地が農地であることが判明したため、適法化すべく申請されたものです。 

 なお、事務局の説明によると、実家敷地と申請地の間にある里道については、管理者であ

る南部建設事務所と申請人との間で協議が済んでおり、占用や払い下げについては不要との

ことで確認しているとのことでした。 

 その他、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、「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うる」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「農家住宅の敷地拡張」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、土地の調査をしたところ、平成17年に住宅を建替えた際に、
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申請地まで越境して造成し、今まで通路及び作業場等として利用してきたとのことで、今般、

適法化したく申請されたものです。 

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

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

しました。 

 農地区分は、「特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地」であるため、第１種

農地イの（ア）のｂ。 

 許可基準は、「既存の施設の拡張（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。 

 以上のことから、審議番号１番から４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〕 

○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、議案書15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 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号５番を議題とします。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 
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○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 審議番号５番は、転用目的が「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、周囲に日照の妨げとなるものがないことから、太陽光発電に適していると判断

し、申請されたものです。 

 申請人に、申請地からの土砂の流出や法面保護について確認したところ、申請地内は転圧

し、法面部分には防草シートを張るなどして、草刈管理と併せて土砂流出の防止を図るとの

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５番は、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。 
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 次に、議案書16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 

○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。 

○南部副調査会長（高祖保則君） 

 報告します。 

 審議番号１番及び２番は、転用目的が「一般住宅の敷地拡張」の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、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、申請地が農地で

あることが判明したため、適法化したく、申請されたものです。 

 地区農業委員の説明などから、転用面積の必要性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、「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。 

 以上のことから、審議番号１番、２番は、申請どおり許可相当として部会へ送ることに決

定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 先ほど、南部副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
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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。 

 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３号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            ３・４・５・６ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号３番から６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３番は、転用目的が「駐車場（一時転用）」の案件で、申請人は、製造業を営ん

でいますが、今般、会社の建て替え工事に伴い、既存敷地内にある、一部の社員駐車場が利

用できなくなるため、その代替地として申請地を利用したく、一時転用申請されたものです。 

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

計画等に問題ないことを確認し、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。 
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 農地区分は、887番は、「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）。 

 1241番１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、887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

に行うもの」に該当するため、農用地アの（イ）のｃ。 

 1241番１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「建売分譲住宅」の案件で、委員による現地調査を行い、調

査会において申請人説明を求めました。 

 申請地は、閑静な集落内にあり、周辺には教育施設等もある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、今回の転用に伴い、申請地東側の水路の改修について確認したところ、構造物

の設置は行わないが、水路の浚渫を行い、機能保持を図るとの説明を受けました。 

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

を確認し、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、「水管、下水管等が埋設された幅員４ｍ以上の道路の沿道区域で、かつ、

500ｍ以内に２以上の教育施設、公共施設が存する農地」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５番も、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、近隣に小学校や公共施設等があり、交通の便も良いことから住宅地に適地と判

断し、転用申請されたものです。 

 申請人に、申請地西側水路の改修について確認したところ、申請人が地元自治会長及び生

産組合長と協議した結果、申請地側にコンクリート杭柵を新設するため、Ｕ字溝の設置まで

は必要ないとの回答を得ているとのことで、今後、問題が生じた場合は、申請人が誠実かつ

速やかに対処する旨の説明がありました。 

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



- 17 - 

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、

500ｍ以内に２以上の教育施設、公共施設が存する農地」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６番は、転用目的が「貸資材置場」の案件で、委員による現地調査を行い、調査

会において申請人説明を求めました。 

 申請地は、県道新設工事に伴う収用代替地として、譲受人が取得し、手続きが不十分なま

ま利用されてきたもので、今般、適法化と併せて、貸資材置場として利用したく、転用申請

されたものです。 

 申請人に、今後、貸資材置場として利用するにあたり、申請地内で産業廃棄物の中間処理

などを行うことがないかを確認したところ、申請地には申請内容のとおり、砕石等の資材を

置く計画としている旨の説明がありました。 

 さらに、県道沿いの、一部倒れかけている６段の既設ブロック塀について、ブロック３段

くらいまでの高さにカットすることで、道路管理者と協議する旨の説明を受けました。 

 また、申請地北側の、現在里道として利用されている水路敷及び、申請地東側の水路につ

いて確認したところ、水路管理者である北部建設事務所と協議を行った結果、北側の水路敷

については、地元の方が里道として利用しているため現況のままで、東側の土水路について

は、申請人が適宜、浚渫を行うことで了解を得ているとの回答を得ました。 

 その他、代替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。 

 以上のことから、審議番号３番から６番までの４件については、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） 
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 ありがとうございました。 

 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。 

    〔「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） 

 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。31番委員。 
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○31番（今村旨男君） 

 これは県道収用のため代替地として申請地を求めて手続が不十分なまま、資材置き場とし

て利用していたということになっていますけど、それで良いのですか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局お願いします。 

○事務局（宗像 剛農地係主幹） 

 ただいまの御質問ですけれども、良くはないことではございます。もともとのいきさつが

県道バイパスの新設の際、自宅が収用にかかっておられまして、そのための代替地としてこ

こを求めておられたんですけれども、面積が広かったために、その一部だけが代替地になれ

ばいいのですけれども、地主さんが１筆丸々手放されることを希望していらっしゃったので、

残りの土地は転用して使うというお話ができ上がっていたようですけれども、その転用手続

を役所がするものだと思われていたようで、そのまま使っていらっしゃったという状態でご

ざいました。その後、転用されていた御主人が亡くなられて、今回奥様が適法化の為、今回

の申請をされたということでございます。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 31番委員。 

○31番（今村旨男君） 

 「悪意はなく」というの、ちょっとおかしいなと思いました。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 事務局。 

○事務局（古賀康生副局長兼農地係長） 

 申請人さんが、手続きが必要だということを知りながらこういったことをされているとい

うことになると悪意ですが、その用地交渉の中で、役所が全てこういう手続きまでしてもら

っていると思い込んで使われていたということを聞き取りで伺っておりますので、悪意はな

いということで調査会で判断をされたところでございます。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 31番委員、ただいまの説明でよろしいですか。 

○31番（今村旨男君） 

 わかりました。 
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○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、議案書19ページから21ページまでをお開きください。 

 

      第４号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

            １～11 

○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11番までの11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。 

○南部副調査会長（高祖保則君） 

 報告します。 

 審議番号１番から11番までの11件：51,079㎡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11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11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11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11番までの11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21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 

            12 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号12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12番の2,173㎡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） 
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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、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12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22ページから29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 

            １～33 

○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33番までの33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。 

○南部副調査会長（高祖保則君） 

 報告します。 

 審議番号１番から33番までの33件 

   新規  18件：154,288㎡ 

   更新  15件： 66,760㎡ 

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33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33件について、一括審議・一括採決を行います。 
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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。 

    〔「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33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33番までの33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33ページをお開きください。 

 

      第５号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            45 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号45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、吉田委員本人の案件となっております。 

 農業委員会等に関する法律第31条の議事参与の制限に該当しますので、吉田委員に一時退

室いただき、この案件を先に審議したいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

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

ることに決定しました。 

 それでは、吉田委員退室してください。 

    〔43番吉田委員 退室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 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。 
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 審議番号45番の 

   更新  １件：2,036㎡ 

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

を満たしているため、計画案どおり承認し、部会へ送ることに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、計画案どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号45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。 

 吉田委員の入室をお願いします。 

    〔43番吉田委員 入室〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 次に、議案書30ページから34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 

            45を除く34～48 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号45番を除く、審議番号34番から48番までの14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45番を除く、審議番号34番から48番までの14件 
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   新規  10件：56,529㎡ 

   更新  ４件：14,817㎡ 

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14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14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。 

○34番（高祖保則君） 

 すみません、私が質問してもよろしいでしょうか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 はい、34番委員、どうぞ。 

○34番（高祖保則君） 

 審議番号41番と47番の賃借料はどういう算出の方法でしてあるんでしょうか。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 はい、事務局お願いします。 

○事務局（野元久美子振興係主任） 

 賃借料は、１反当たりの金額を書いておりまして、審議番号41番につきましては、年間総

額２万円で契約をするということで、１反当たりその金額になっております。 

 また、審議番号47番につきましては、年間６万5,000円で契約をするということで、１反

当たりその金額となっております。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 34号委員、今の説明よろしいですか。 
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○34番（高祖保則君） 

 はい、わかりました。結構です。 

○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14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45番を除く、審議番号34番から48番までの14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35ページ及び36ページをお開きください。 

 

      第６号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外） 

            １・２・３・４ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第６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４番までの

４件を議題とします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部副調査会長（高祖保則君） 

 報告します。 

 審議番号１番は、除外目的が「駐車場」の案件であるため、委員による現地調査を行いま

した。 

 農業振興課の説明などによると、申出人は、認定こども園を運営していますが、現在、

０歳児及び１歳児の送迎用の駐車場が不足しているため、朝夕の送迎時には、申出地東側の

道路が保護者の車で混雑し、近隣に迷惑をかけている状況とのことで、申出地を新たな駐車

場として利用したく、申出されたものです。 

 委員から、縦列駐車の計画となった経緯についての質問が出され、農業振興課より、道路
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を挟んで申出地東側に既存の送迎用駐車場があり、駐車する際に接触事故などの危険性があ

ることから、安全確保のために、あえて縦列駐車としているとの説明がありました。 

 また、委員から、申出地を駐車場にすれば、幼稚園敷地に入るには、前面道路を横断する

必要があるため、安全対策を検討する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、「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、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４人で借家に居住していますが、分家住宅の建築を計画するにあたり、申出

地は、実家に隣接しているため、申出されたものです。 

 農業振興課の説明などから、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、「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３番は、除外目的が「農業用倉庫及び車両置場」の案件、審議番号４番は、「車

両置場」の案件で、譲受人が同一であることから、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、申出人は、農業の傍ら自動車修理業を営んでいますが、

審議番号３番については、既存敷地が狭く事業に支障をきたしていたことから、平成14年頃

より、手続きが必要とは知らずに農業用倉庫及び車両置場の敷地として利用し、審議番号４
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番についても、同じく平成１４年頃から、所有者の承諾を得て、車両置場の敷地として利用

してきたとのことで、今般、適法化のため申出されたものです。 

 なお、申出地内にある車両からのオイル漏れについては、廃車としている車両は既にオイ

ルを抜いており、これまでも周辺農地等への影響はなかったことから、今後も現状のまま利

用されるとの説明がありました。 

 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の確認を行い、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、いずれも「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４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。 

 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２番について、質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 この案件について、申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２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、南部副調査会長から報告がありましたとおり、審議番号３番及び４番の２件につ

いては、譲受人が同一の案件となっています。 

 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３番及び４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、議案書36ページ及び37ページをお開きください。 

 

     第６号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外） 

            ５・６・７・８ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号５番から８番までの４件を議題とします。 
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 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 審議番号５番は、除外目的が「一般住宅の敷地拡張」の案件で、農業振興課からの説明な

どによると、申出人は、申出地の南側に居住していますが、自宅敷地の南側部分が、市道拡

幅工事により収用されたため、申出地をその代替地として拡張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６番は、除外目的が「既存施設の拡張」の案件で、申出地を含めた敷地面積が広

くなるため、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、約40町を耕作する大規模農家です。築80

年となる農家住宅の老朽化が進んでいることに併せて、敷地内に多くの農業用機械置場等が

分散しているため、現在の住宅敷地部分に農業用機械置場を集約し、効率化を図るとともに、

敷地の南側に住宅を建て替え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、792番２の一部は、「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。 

 815番の一部は、「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」

に該当するため、甲種農地ウの（ア）のａ。 

 許可基準は、792番２の一部は、「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）。 
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 815番の一部は、「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。 

 審議番号７番は、除外目的が「分家住宅」の案件で、農業振興課からの説明などによると、

申出人は、家族４人で借家に居住していますが、分家住宅の建築を計画するにあたり、申出

地は、実家に近く、実家の農業を手伝っていく上でも適地と考え、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、「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」に該

当するため、甲種農地ウの（ア）のａ。 

 許可基準は、「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８番は、除外目的が「携帯電話無線基地局」の案件で、農業振興課からの説明な

どによると、申出人は、電気通信事業を営んでいますが、申出地一帯は、地形的な問題から

安定したサービスの提供ができない地域となっており、携帯電話無線基地局の設置が必要で

あるため、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、農地法第５条第1項第７号及び農地法施行規則第53条第14号により、許可不

要と決定しております。 

 以上のことから、審議番号５番から８番までの４件については、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。 



- 32 - 

 これより審議番号５番について、質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申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。 

 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７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〕 
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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８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、38ページをお開きください。 

 

      第７号議案 農振法第13条の規定による変更申出（編入） 

            １ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第７号議案 農振法第13条の規定による変更申出（編入）、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、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。 

 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番については、申出どおり承認することに決定
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しました。 

 次に、議案書39ページをお開きください。 

 

      第８号議案 農振法第10条の規定による変更申出 

            １・２・３ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 第８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。 

○南部副調査会長（高祖保則君） 

 報告します。 

 審議番号１番から３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３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、申出どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○農地部会長（大園敏明君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号１番から３番までの３件については、申出どおり
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承認することに決定しました。 

 次に、議案書40ページをお開きください。 

 

      第８号議案 農振法第10条の規定による変更申出 

            ４・５ 

○農地部会長（大園敏明君） 

 審議番号４番及び５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４番、５番について、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、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番及び５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。 
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 お諮りします。 

 第149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149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149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 閉会 


