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平成30年４月定例総会議事録 

 

 日  時  平成30年４月18日(水) 午前９時28分～午前11時４分 

 場  所  佐賀市役所本庁  ４階大会議室 

 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 取消願（農地法第５条の規定による許可） 

  第２号議案 農地法第３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 

５．閉 会 



- 2 - 

午前９時28分 開会 

○会長（坂井夫君） 

 おはようございます。 

 新制度になりまして最初の定例総会でございますので、よろしくお願いいたします。 

 先ほど報告のとおり、本日の出席委員は23名で定足数に達しておりますので、ただいまよ

り佐賀市農業委員会平成30年４月定例総会を開会します。 

 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７件、報告第２号 

農地法第18条合意解約通知29件、報告第３号 使用貸借解約通知13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３件、局長専決処分報告第２

号 農地法第５条による届出10件、議案としては、第１号議案 取消願（農地法第５条の規

定による許可）３件、第２号議案 農地法第３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18件、第５号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定92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２件、第８号議案 非農地通知について４件。 

 ここで皆さんに報告します。 

 現地調査については、南部は４月10日、北部は４月11日に行っております。 

 また、調査会については、南部が４月12日、北部が４月13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、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、

３番委員の松尾委員、４番委員の山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26ページ及び28ページ、29ペ

ージの農地法第５条の規定による許可申請、審議番号13番及び18番から21番までの審議結果

について報告します。 

 第25回常設審議委員会議の報告。 

 佐賀市 農地法第４条の規定による意見聴取について０件、 

 農地法第５条の規定による意見聴取について２件、 
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 農地法第５条関係２件については、異議なしとして佐賀市農業委員会会長へ回答された。 

 以上で報告を終わります。 

 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・７ 

○会長（坂井夫君） 

 報告第１号 農地法第３条の３届出、報告番号１番から７番までの７件について、御意見

はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 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 

            10・11・12・13 

○会長（坂井夫君） 

 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10番から13番までの４件は、大園委員

本人の案件となっておりますので、大園委員に一時退室いただき、この４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〕 

○会長（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、大園委員には、一時退室いただき、この４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、大園委員退室してください。 

    〔21番大園委員 退室〕 

○会長（坂井夫君） 
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 それでは、この４件について、御意見はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 大園委員の入室をお願いします。 

    〔21番大園委員 入室〕 

○会長（坂井夫君） 

 次に、議案書３ページから８ページまでをお開きください。 

 

      報告第２号 農地法第18条合意解約通知 

            10～13を除く１～29 

○会長（坂井夫君） 

 報告第２号 農地法第18条合意解約通知、報告番号10番から13番までを除く、報告番号１

番から29番までの25件について、御意見はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 議案書９ページから12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 

            １～13 

○会長（坂井夫君） 

 報告第３号 使用貸借解約通知 報告番号１番から13番までの13件について、御意見はあ

りませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 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。 
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      報告第４号 形状変更届 

            １ 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 議案書14ページをお開きください。 

 

      局長専決処分報告第１号 農地法第４条による届出 

                  １・２・３ 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 議案書15ページから18ページまでをお開きください。 

 

      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・４・５・６・７・８・９・10 

○会長（坂井夫君） 

 局長専決処分報告第２号 農地法第５条による届出、報告番号１番から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〕 

○会長（坂井夫君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 次に、議案書19ページ及び22ページをお開きください。 
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      第１号議案 取消願（農地法第５条の規定による許可） 

            １・２・３ 

      第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            １・２・３ 

○会長（坂井夫君） 

 第１号議案 取消願（農地法第５条の規定による許可）、審議番号１番から３番まで及び

第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番号１番から３番までの６件を議題

とします。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この６件については、一体のものとして、同時に願出及び申請されたものです。そこで、

この６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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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（大園敏明君） 

 報告します。 

 この６件については、過去に受けた転用許可の取消しを行い、新たに農地法第５条の規定

による許可を得るために、取消願出、及び申請がなされたものであるため、一括審議・一括

裁決を行いました。 

 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３番は、申請人が同

一法人で、転用目的が「病院の敷地拡張」と「駐車場」の案件、審議番号２番は、審議番号

１番、３番と代表者が同じ、関連法人の「駐車場」の案件で、いずれも平成29年12月に転用

許可を受けています。当初は関連法人であったため、分筆は行わず、共有持分とする計画で

したが、許可後、分筆を行い、それぞれの事業所毎に所有権を持つこととなったため、許可

の取消しを行い、再度申請されたものです。 

 地元農業委員の説明などから、周辺への被害防除計画等については前回の申請と変更はな

く、許可相当と判断しました。 
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 農地区分は、審議番号１番の1680番６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、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）。 

 審議番号１番の1681番１及び、審議番号２番、３番は、「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、傾斜等から高性能農

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、審議番号１番の1680番６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１番の1681番１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。 

 審議番号２番、３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（ただし、敷地面積は概ね500㎡を超えない

もの）」に該当するため、甲種農地ウの(イ)のｃと決定しております。 

 以上のことから、第１号議案 取消願（農地法第５条の規定による許可）審議番号１番か

ら３番までは、願出どおり承認することで、また、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３番までについては、申請どおり許可相当として総会に送るこ

とに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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、願出及び申請どおり、承認及び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〕 

○会長（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、第１号議案 取消願（農地法第５条の規定による許可）、
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審議番号１番から３番までは願出どおり承認することに、また、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３番まで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ページをお開きください。 

 

      第２号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            １・２ 

○会長（坂井夫君） 

 第２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（大園敏明君） 

 報告します。 

 審議番号１番、２番は、贈与の案件です。 

 なお、各案件については、地元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、総会に送

ることに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 
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○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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20ページ及び21ページをお開きください。 

 

      第２号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            ４を除く３～６ 

○会長（坂井夫君） 

 取り下げがあった審議番号４番を除く、審議番号３番から６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、５番は、普通売買の案件です。 

 審議番号６番は、贈与の案件です。 

 取り下げのあった審議番号４番を除く、審議番号３番、５番については、地元農業委員に

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、総会へ送ることに決定したものです。 

 また、審議番号６番について、譲受人は、下限面積要件を満たしておりませんが、申請地

は、譲受人が耕作する農地に挟まれた農地であり、隣接農地と一体的に耕作されています。

このことは、下限面積の例外規定のひとつである農地法施行令第２条第３項第３号、「その

位置、面積、形状等からみてこれに隣接する農地と一体として利用しなければ利用すること

が困難と認められる農地につき、当該隣接する農地を現に耕作している者が権利を取得する

こと」に該当すると判断し、地元農業委員による現地調査を含め、取得後、全ての農地を効
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率的に利用すること、機械、労働力、技術、地域との関係などを見て問題がないことから、

別添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、総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。 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号４番を除く、審議番号３番から６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23ページをお開きください。 

 

      第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            ４・５・６ 

○会長（坂井夫君） 

 第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請、議番号４番から６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。 
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○南部調査会長（大園敏明君） 

 報告します。 

 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、近隣に教育施設や医療施設があり、住環境も良いことから適地と判断し、申請

されたものです。 

 申請人に対し、申請地に農業用水パイプが埋設されており、工事による損傷の危険性が無

いかを確認したところ、埋設時期が不明で、パイプラインの位置が確定していないため、工

事にあたっては、埋設部分を確認しながら慎重に施工する旨の回答を得ました。 

 また、委員から、付近は通学路であるため、安全対策を検討するよう意見が出されました。 

 その他、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」であるため、第３種農地エの（ア）のａの

（a）。 

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

 審議番号５番は、転用目的が「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、日当たりが良く、周囲に日照の妨げとなる建築物もないことから、適地と判断

し、申請されたものです。 

 申請人に、パネル等の搬入方法について確認したところ、資材の搬入は、南側の道路を通

行し、利用する橋には鉄板を敷き、周辺の農作業へも迷惑がかからないよう行う旨の回答を

得ました。 

 また、申請地南側水路沿いの土地の利用について確認したところ、資材等を置く計画とな

っており、水路法面が崩れないよう適正に対応するとの回答を得ました。 

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

て問題ないことを確認し、許可相当と判断しました。 

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

性の低い農地」であるため、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６番についても、転用目的が「太陽光発電設備」の案件で、委員による現地調査

を行い、調査会において申請人説明を求めました。 

 申請地は、南に開けた土地で日当たりもよく、発電効率が良いことから適地と判断し、申

請されたものです。 

 申請人に、申請地南側水路沿いの土地の利用について確認したところ、資材等を置く計画

となっており、水路法面が崩れないよう適正に対応するとの回答を得ました。 

 また、あぜの管理について尋ねたところ、草刈等の管理については、申請人が適宜行う旨

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、「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４番から６番までは、申請どおり許可相当として総会に送るこ

とに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○会長（坂井夫君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、これより審議番号４番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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
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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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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。18番委員。 

○18番（古賀伸一君） 

 実は私の担当のところでも、太陽光発電施設の申請が出ておりますので、参考にさせてい

ただきたいと思います。 

 審議番号５番、６番は、図面を見ますと、農地の真ん中辺りに設置を計画されている感じ

です。申請地東側のほうには太陽光発電の施設がこの水路沿いにありますけれども、こうい

ったところであれば、いいかなと思います。南部の御判断を聞かせてもらえたらと思います

が。 

○会長（坂井夫君） 

 ただいまの18番委員の質問に対して、調査会長いいですか。 

○南部調査会長（大園敏明君） 

 はい、それではお答えいたします。 

 審議番号６番ですけど、計画書の７ページをご覧ください。分譲住宅が北の方にございま

す。これは、過去に許可をしてございます。その中で今回、太陽光発電が申請されました。

農業委員会としては一番西の方から詰めて転用をしてもらいたいという要望をいたしました

ところ、太陽光の関係で、陰になるとかいろいろな事情等で勘案されて、この形になりまし

た。 

 申請地は、10haの広がりはなく、集落からのにじみ出しで許可基準を満たしていることか

ら、調査会では許可相当と判断しました。 
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○会長（坂井夫君） 

 18番委員、今の調査会長の説明でいいですか。 

○18番（古賀伸一君） 

 はい、ありがとうございました。 

○会長（坂井夫君） 

 ほかに質問はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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26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 

            13 

○会長（坂井夫君） 

 審議番号13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、野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、野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〕 

○会長（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、野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、野田委員退室してください。 
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    〔20番野田委員 退室〕 

○会長（坂井夫君） 

 北部調査会長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13番は、転用目的が「工場の敷地拡張」の案件で、委員による現地調査を行い、

調査会において申請人説明を求めました。 

 申請人は、ガスの製造販売等を業務としていますが、県内の充填工場等の閉鎖に伴い、申

請人のところで充填されるお客様が増加しており、施設内の車両通行に支障をきたしている

ため、施設に隣接する申請地を駐車場として利用したく、転用申請されたものです。 

 申請人に、道路幅が狭いことについて確認したところ、通行が便利になるように、自主的

に後退して申請地前を６メートルの道路として使えるようにす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」に該当するため、

第１種農地イの(ア)のａ。 

 許可基準については、「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。 

 以上で報告を終わります。 

○会長（坂井夫君） 

 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。６番委員。 

○６番（鶴 敏春君） 

 ちょっと参考までにお尋ねをいたします。 

 ここの場所は敷地拡張ということですけれども、あくまでも目的は駐車場ですよね。これ

が、例えば駐車場じゃなくてガスの製造販売そのものの工場だということになれば、転用で

きますか。 

○会長（坂井夫君） 
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 ６番委員の質問に事務局お願いします。 

○事務局（宗像 剛農地係長） 

 ただいまの御質問につきましてですけれども、今回の目的は敷地の拡張で、今現在、工場

の中に車をとめていらっしゃいますが、それを外に出す計画になっております。 

 それでは、ガスの工場だったらどうなるかという話ですが、敷地の拡張という形で、農地

法の上での許可には特に制限されるものではないと思います。別に都市計画法などで制限が

ありますので、工場の設備増強をするのは、現在の敷地の中だけにしてほしいという担当部

署からの指導もあって、今回は車を全部外に出して、既存敷地内を有効に使う計画になって

いると代理人から伺っております。 

○６番（鶴 敏春君） 

 わかりました。都市計画法上で、このあたりに工場というのは多分無理だと思います。だ

から、駐車場ということで許可相当と判断されたと思います。 

○会長（坂井夫君） 

 ほかに質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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。 

 野田委員の入室をお願いします。 

    〔20番野田委員 入室〕 

○会長（坂井夫君） 

 次に、議案書24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を除く７～24 
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○会長（坂井夫君） 

 審議番号13番を除く、審議番号７番から24番までの17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番から12番までの６件については、転用目的が「建売分譲住宅」の案件で、一

体のものとして申請されたものであるため、一括審議・一括採決とし、委員による現地調査

を行い、調査会において申請人説明を求めました。 

 申請地は、交通の便が良く、近隣に幼稚園、小学校、大型商業施設などがあり、生活環境

に恵まれていることから適地と判断し、転用申請されたものです。 

 申請人に、申請地東側の農地への通作について確認したところ、現在は東側の畦道から出

入りされており、地権者からの要望は無かったが、耕作に支障が無いようにする旨の回答を

得ました。 

 また、工事の安全性を確認したところ、地元に配慮し、注意して行うとの回答を得ました。 

その他、代替性や転用実施の確実性、転用面積の必要性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、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、1873番２と1874番１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、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)。 

 1862番１外12筆は、「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、1873番２と1874番１は、「許可し得る」に該当するため、第３種農地エの

（イ）。 

 1862番１外12筆は、「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」に該当するため、「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14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、転用申請されたものです。 

 地元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
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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、「水管等が埋設された幅員４ｍ以上の道路の沿道区域で、かつ、500メート

ル以内に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)。 

 許可基準については、「許可し得る」に該当するため、第３種農地エの（イ）と決定して

おります。 

 審議番号15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。 

 申請人は、申請地を隣接する既存の資材置場と一体的に貸資材置場として整備し、親族が

経営している会社へ貸し出すことを計画し、転用申請されたものです。 

 申請人に、申請地西側の法面部分の施工について確認したところ、地元からの要望もある

ことから、張りコンクリートでの施工を検討しているとの回答を得ました。 

 また、洗車場からの排水について確認したところ、既設の油水分離施設があり、処理をし

て排水するため、問題はない旨の回答を得ました。 

 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、「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、傾斜等から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、「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（甲種農地の占める割合は１／５を

超えず）」に該当するため、甲種農地ウの(イ)のｅと決定しております。 

 審議番号16番は、転用目的が「店舗」の案件、審議番号17番は、「倉庫」の案件で、この

２件については、通路を一体的に使用する同一の申請人による案件であるため、一括審議・

一括採決とし、委員による現地調査を行い、調査会において申請人説明を求めました。 

 審議番号16番について、申請人は、販売業を営んでいますが、事業拡大のため店舗の建築

を計画したところ、申請地は県道に近く、交通の便が良いため適地と判断し、転用申請され

たものです。 
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 また、審議番号17番について、審議番号16番と同様に、事業拡大のために申請地を倉庫と

して利用したく転用申請されたものです。 

 申請人に、工事の際の安全管理について確認したところ、県道の交通量が多いため、工事

の際は注意して行う旨の回答を得ました。 

 また、申請地に隣接している土地の一部が竹林となっていることについて確認したところ、

所有者から要望があれば伐採を検討する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、また、審議番号17番について、許可無く転用されていたことにつ

いても悪意は認められず、ともに許可相当と判断しました。 

 審議番号16番、17番ともに、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18番から21番までの４件は、転用目的が「建売分譲住宅」の案件で、一体のもの

として申請されたものであるため、一括審議・一括採決とし、委員による現地調査を行い、

調査会において申請人説明を求めました。 

 申請地は、近隣に医療施設や商業施設があり、交通の便も良いため、住宅地に適地と判断

し、転用申請されたものです。 

 地元農業委員から、申請地の周囲に農地が残るため、工事の際は周囲の営農に影響がない

ように、申請人に対して注意を促されました。 

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

て問題ないことを確認し、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、「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」に該当するため、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22番は、転用目的が「一般住宅」の案件、審議番号23番は、転用目的が「貸駐車

場」の案件で、この２件については、一体的に造成される計画であるため、一括審議・一括
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採決として、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22番について、申請人は、現在、家族４人で借家に居住していますが、子供の成

長に伴い、手狭となったため、新たに住宅を建築することを計画し、転用申請されたもので

す。また、審議番号23番について、申請人は、土木工事業を営んでいますが、現在、自社に

貸している既存の駐車場兼資材置場が手狭であるため、申請地を新たに駐車場として整備す

ることを計画し、転用申請されたものです。 

 申請人に、申請地東側にある里道の管理について確認したところ、一般的な管理は行う旨

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。 

 審議番号22番、23番ともに、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24番は、転用目的が「福祉施設の敷地拡張」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、障がい福祉サービス事業を行っていますが、既存施設を拡張し、申請地に車い

す利用者専用のグループホームを建築したく、転用申請されたものです。 

 申請人に、申請地周辺に残る農地について確認したところ、譲渡人が所有者であるため、

将来、申請人に譲渡の相談があれば検討したいとの回答を得ました。 

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

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」に該当するため、

第１種農地イの（ア）のａ。 

 許可基準については、「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。 

 以上のことから、審議番号13番を除く、審議番号７番から24番までについては、申請のと

おり許可相当として総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。 

○会長（坂井夫君） 

 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７番から12番までの６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〕 

○会長（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、この６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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号７番から12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、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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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。 

 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16番及び17番の２件につい

ては、通路を一体的に使用する同一の申請人による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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号16番及び17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。 

 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番から21番までの４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〕 
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○会長（坂井夫君） 

 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。はい、どうぞ、13番委員。 

○13番（福田義弘君） 

 この21ページ、22ページの図面を見ると、建売分譲住宅が計画されている中に里道があり

ますが、この里道は払い下げを受ける計画ですか。 

○会長（坂井夫君） 

 事務局どうぞ。 

○事務局（川﨑亘啓農地係主査） 

 里道は、付け替えによって市に帰属予定である今回の開発道路の一部になるものと、一部

は申請地の東側のほうに付け替えされる計画になっています。また、水路については、用途

廃止をした後で払い下げをされる計画になっています。 

○会長（坂井夫君） 

 今の説明でいいですか。 

○13番（福田義弘君） 

 はい、わかりました。 

○会長（坂井夫君） 

 ほかに質問はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号18番から21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。 

 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22番及び23番の２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２件については、一括審議・一括
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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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号22番及び23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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号24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ページから34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 

            １～16 

○会長（坂井夫君） 

 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16番までの16件を

議題とします。 
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 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（大園敏明君） 

 報告します。 

 審議番号１番から16番までの16件：71,519㎡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、

総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。 

○会長（坂井夫君） 

 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16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〕 

○会長（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、この16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〕 

○会長（坂井夫君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この16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〕 

○会長（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号１番から16番までの16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34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 

            17・18 

○会長（坂井夫君） 

 審議番号17番及び18番の２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17番、18番の２件11,827㎡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、総会へ送

ることに決定したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この２件について、計画案どおり承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号17番及び18番の２件については、計画案どおり承

認することに決定しました。 

 次に、議案書44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 

            40 

○会長（坂井夫君） 

 第５号議案 農用地利用集積計画（案）所有権設定、審議番号40番を議題とします。 
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 ここで皆さんにお諮りします。この案件は、大園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、大園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〕 

○会長（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、大園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、大園委員退室してください。 

    〔21番大園委員 退室〕 

○会長（坂井夫君） 

 鶴南部副調査会長には、この案件の間、南部調査会長の席へ移動し、案件の報告をお願い

します。 

    〔鶴南部副調査会長移動〕 

○会長（坂井夫君） 

 それでは、南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部副調査会長（鶴 敏春君） 

 報告します。 

 審議番号40番 

   更新  １件： 3,901㎡ 

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、総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。 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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。 
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    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号40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。 

 鶴南部副調査会長、ありがとうございました。席の移動をお願いします。 

 それでは、大園委員の入室をお願いします。 

    〔鶴南部副調査会長移動、21番大園委員 入室〕 

○会長（坂井夫君） 

 次に、議案書35ページから48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 

            40を除く１～59 

○会長（坂井夫君） 

 審議番号40番を除く、審議番号１番から59番までの58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（大園敏明君） 

 報告します。 

 審議番号40番を除く、審議番号１番から59番までの58件 

   新規  23件： 173,169.94㎡ 

   更新  35件： 180,281.82㎡ 

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、総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。 

○会長（坂井夫君） 

 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58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〕 

○会長（坂井夫君） 
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 異議なしと認めます。よって、この58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〕 

○会長（坂井夫君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この58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〕 

○会長（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。 

 審議番号40番を除く、審議番号１番から59番までの58件については、計画案どおり承認す

ることに決定しました。 

 次に、議案書48ページから57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 

            60～92 

○会長（坂井夫君） 

 審議番号60番から92番までの33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60番から92番までの33件 

   新規  ９件： 45,389㎡ 

   更新  24件： 85,699.91㎡ 

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、総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。 

○会長（坂井夫君） 

 ありがとうございました。 
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 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。６番委員。 

○６番（鶴 敏春君） 

 審議番号90番と91番について、よろしいですか。 

 賃借料が75千円とか30千円とか、これは小ネギと花ということでしょうけれども、こうい

う価格というのは、普通の価格ですか。 

○14番（山口敏勝君） 

 私が大体知っていますので。 

○会長（坂井夫君） 

 14番委員お願いします。 

○14番（山口敏勝君） 

 この人はハウスで小ネギを作っておられます。ここを借りて広く作られると思います。 

○６番（鶴 敏春君） 

 このくらい払っても別に十分大丈夫ということですか。 

○14番（山口敏勝君） 

 はい、大丈夫です。 

○６番（鶴 敏春君） 

 はい、わかりました。 

○会長（坂井夫君） 

 ほかに質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 
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○会長（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。審議番号60番から92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58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 

○会長（坂井夫君） 

 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（大園敏明君） 

 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、総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。 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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59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 
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○会長（坂井夫君） 

 第７号議案 土地改良事業参加資格交替申出、審議番号１番を議題といたします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（大園敏明君） 

 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総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。 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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、申出どおり承認することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 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。 

 

      第７号議案 土地改良事業参加資格交替申出 

            ２ 

○会長（坂井夫君） 

 次に、審議番号２番を議題といたします。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 第７議案 土地改良事業参加資格交替申出、審議番号２番について、調査会において審議

したところ、申出どおり承認することで総会へ送ることに決定したものです。 



- 33 - 

 以上で報告を終わります。 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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。 

 次に、議案書60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・３・４ 

○会長（坂井夫君） 

 第８号議案 非農地通知について、審議番号１番から４番までの４件を議題といたします。 

 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番から４番までの４件について、地元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、総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。 

○会長（坂井夫君） 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この４件について、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 



- 34 - 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 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。はい、どうぞ、22番委員。 

○22番（八次 正君） 

 審議番号１番についてお伺いします。 

 １番の航空写真を見ますと、農業委員として指導すべき農地に見えます。それに非農地通

知を出したら、左右の農地も、非農地通知を出すべき農地になるんではないかと思いますが。 

○会長（坂井夫君） 

 22番委員の質問に対して、調査会長いいですか。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 地域の方と検討しながら、また事務局と現地確認を行い、山林・原野化していた農地のう

ち、本人から申出があった分のみを非農地としております。 

○22番（八次 正君） 

 そうですか。わかりました。 

○会長（坂井夫君） 

 ほかに質問はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 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、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〕 

○会長（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号１番から４番までの４件については、非農地とす

ることに決定しました。 

 お諮りします。 

 佐賀市農業委員会平成30年４月定例総会議事録について、その字句、その他の整理を要す

るものについては、その整理を農業委員会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。 
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    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、佐賀市農業委員会平成30年４月定例総会議事録について、

その字句、その他の整理を要するものについては、その整理を農業委員会会長に委任するこ

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。 

 佐賀市農業委員会平成30年４月定例総会を閉会します。 

 本日はありがとうございました。 

午前11時４分 閉会 


