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平成31年２月定例総会議事録 

 

 日  時  平成31年２月19日（火） 午前９時33分～午前11時40分 

 場  所  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 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 非農地通知について 

  第７号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外） 

  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33分 開会 

○副会長（秋吉良太君） 

 皆さんおはようございます。坂井会長が公務出張のために出席できませんので、本日

の総会の議長を務めさせていただきます秋吉です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 局長より先ほどの報告のとおり、本日の出席委員は21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31年２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５件、報告第２号 農

地法第18条合意解約通知32件、報告第３号 使用貸借解約通知９件、報告第４号 形状変更

届１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）１件、局長専決処

分報告第２号 農地法第４条による届出３件、局長専決処分報告第３号 農地法第５条によ

る届出２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12件、第４号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転11件、第５号議案 農用地利

用集積計画（案）利用権設定53件、第６号議案 非農地通知について３件、第７号議案 農

振法第13条の規定による変更申出（除外）７件、第８号議案 農振法第10条の規定による変

更申出６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８日、北部は２月12日に行っております。 

 また、調査会については、南部が２月13日、北部が２月14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、議長が指名し

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22ページ及び23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９番から11番までの審議結果について報告し

ます。 

 第35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
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聴取について２件。 

 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 

○副会長（秋吉良太君） 

 報告第１号 農地法第３条の３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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 次に、議案書３ページから10ページまでをお開きください。 

 

      報告第２号 農地法第18条合意解約通知 

            １～32 

○副会長（秋吉良太君） 

 報告第２号 農地法第18条合意解約通知、報告番号１番から32番までの32件について、御

意見はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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。 

 

      報告第３号 使用貸借解約通知 

            １・２・３・４・５・６・７・８・９ 

○副会長（秋吉良太君） 
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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９番までの９件について、御意見はあ

りませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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。 

 

      報告第４号 形状変更届 

            １ 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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 取消願（農地法第５条による届出） 

                  １ 

○副会長（秋吉良太君） 

 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番について、

御意見はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 議案書15ページをお開きください。 

 

      局長専決処分報告第２号 農地法第４条による届出 

                  １・２・３ 

○副会長（秋吉良太君） 
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 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 次に、議案書16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 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 意見なしということで、次に進みます。 

 次に、議案書17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 

○副会長（秋吉良太君） 

 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

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。 

 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
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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。 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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。 

 

      第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            ３・４・５ 

○副会長（秋吉良太君） 

 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番から５番までの３件は、普通売買の案件です。 
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 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。 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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18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 

○副会長（秋吉良太君） 

 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番及び２番の２件を議題と



- 8 - 

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番は、「農業用倉庫」の農振用途区分変更を経た案件で、申請人は、農業を営

んでいますが、現在所有している農業用機械を、借りている倉庫に保管しているため、今般、

自宅前の申請地に農業用倉庫を建てて保管したく申請されたものです。 

 地元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）。 

 許可基準は、「用途区分の変更」に該当するため、農用地アの（イ）のｂと決定しており

ます。 

 審議番号２番は、「農家住宅の敷地拡張」の農振除外を経た案件で、申請人は、農業を営

んでいますが、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、適法化したく申請されたものです。 

 地元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、申請地を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」に該当するため、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。 

 以上のことから、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。 

○副会長（秋吉良太君） 

 ありがとうございました。 
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 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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18ページ及び19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・５ 

○副会長（秋吉良太君） 

 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、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

おりますが、手続きしないまま申請地を自宅敷地の一部として利用してきたため、適法化し
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たく、申請されたものです。 

 地元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、また、申請地を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、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４番は、転用目的が「貸駐車場の敷地拡張」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、申請地東側の宅地を介護老人保健施設の職員駐車場として貸し出していますが、

駐車スペースが不足しているため、申請地を貸駐車場として拡張したく、申請されたもので

す。 

 申請人の説明などから、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」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５番は、転用目的が「植林」の、農振除外を経た案件で、申請地は、周囲を山林

に囲まれ、日当たりが悪く、イノシシ被害も多い場所であり、耕作を続けることが困難なた

め、申請されたものです。 

 地元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。 

 以上のことから、審議番号３番から５番までの３件については、申請のとおり許可相当と
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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。 

○副会長（秋吉良太君） 

 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。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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。13番委員。 

○13番（福田義弘君） 

 ８ページの土地利用計画図を見てみますと、北側の排水路と駐車場との境に危険防止対策

をされる計画でしょうか。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 既に排水路として利用されており、転用後も現状のままで利用するとのことでした。 

○副会長（秋吉良太君） 

 13番委員いいですか。 

○13番（福田義弘君） 

 はい、わかりました。 

○副会長（秋吉良太君） 

 ほかに質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 ほかに質疑はないようですので、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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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、議案書20ページ及び21ページをお開きください。 

 

      第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            １・２・３・４ 

○副会長（秋吉良太君） 

 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。 

○南部調査会長（大園敏明君） 

 報告します。 

 審議番号１番は、転用目的が「一般住宅」の農振除外を経た案件で、申請人は、現在、夫

婦で申請地北側に居住していますが、国道拡幅工事により、自宅敷地の一部が収用にかかる

ため、建替えを計画したところ、申請地は、収用後の残地に隣接しているため、適地と判断

し、申請されたものです。 

 地元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。 
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 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「建売分譲住宅」、審議番号３番は、「一般住宅」の案件で、

この２件は一体的に造成を行う計画であるため、一括審議・一括採決とし、審議番号２番に

ついては、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番について、申請地は、近隣に教育施設や病院、大型商業施設があり、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。 

 委員から、開発道路の突き当りには農地が残ることから、農地への転落防止対策を行って

頂きたい旨の要望が出されました。 

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

て問題ないことを確認し、許可相当と判断しました。 

 農地区分は、99番１、101番16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。 

 100番１、100番16は、「水管等が埋設されている幅員４ｍ以上の道路の沿道の区域で、か

つ、500ｍ以内に２以上の教育施設、医療施設が存する農地」に該当するため、第３種農地

エの（ア）のａの（ａ）。 

 許可基準は、99番１、101番16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」に該当するため、第１種農地

イの（イ）のｃの（ｅ）。 

 100番１、100番16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３番について、申請人は、家族５人で実家に居住していますが、今般、住宅建築

を計画したところ、申請地は、小学校や大型商業施設に近く、交通の便も良いことから適地

と判断し、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、周辺への被害防除
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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、「水管等が埋設されている幅員４ｍ以上の道路の沿道の区域で、かつ、500

ｍ以内に２以上の教育施設、医療施設が存する農地」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４番は、転用目的が「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、建築業を営んでいますが、現在、資材を保管している場所がなく、支障をきた

していることから、申請地を資材置場として利用するために申請されたものです。 

 申請人に、東側宅地の一部を申請地への通路として利用することについて確認したところ、

地権者からは承諾書が提出されており、通行する際もその都度事前に連絡する旨の回答を得

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、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１番から４番までの４件については、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。 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 
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○副会長（秋吉良太君） 

 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。 

 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番及び３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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号２番及び３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４番について質疑に入ります。質疑ございませんか。18番委員どうぞ。 

○18番（古賀伸一君） 

 転用目的が資材置場ということで、図面を見ますと大変狭いところに計画されているよう

ですが、資材を搬入する際はどうされるのですか。 

○副会長（秋吉良太君） 

 南部調査会長。 

○南部調査会長（大園敏明君） 

 先ほど報告しましたように、申請地の東側は譲受人が管理をされている共同住宅の敷地で

して、その敷地を通って資材を運ぶということになっています。居住されている人には、承

諾書を得て、その都度管理を適切にするということの報告は受けています。 
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○副会長（秋吉良太君） 

 18番委員いいですか。 

○18番（古賀伸一君） 

 はい。 

○副会長（秋吉良太君） 

 それでは、ほかに質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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21ページから23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 

            ５・６・７・８・９・10・11・12 

○副会長（秋吉良太君） 

 審議番号５番から12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５番は、転用目的が「農業施設」の、農振用途区分の変更を経た案件で、調査会

において申請人説明を求めました。 

 申請人は、農業を営んでいますが、今般、鮮度を維持しながら長期保存ができるコンテナ

を活用した米穀等の保管施設を計画したところ、申請地は、土地改良事業で整備される農地

に隣接し、鉄道輸送の拠点であるＪＲ鍋島駅にも近いことから適地と判断し、申請されたも

のです。 
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 申請人に、コンテナの概要について説明を求めたところ、ＪＲ貨物が国土交通省の補助制

度を活用して、所有している汎用コンテナを改良して開発したコンテナで、搭載した太陽光

発電パネルで自家発電し、コンテナ内に電気を通すことで、凍結点でも凍りにくくなる「氷

感システム」を用いた、作物の長期保存及び熟成ができるコンテナであるとの説明がありま

した。 

 また、申請人は、酒造米を栽培し、収穫後、安価でコンテナを借り受け、この施設で一時

保管を行い、拠点となる駅への輸送については、業者への委託により行う計画であるとの説

明がありました。 

 さらに、申請地を除いた周辺は、現在、土地改良事業が行われており、譲受人の農地は、

申請地の周辺に集約されて換地される予定となっており、土地改良事業完了後に本格的に事

業を行っていくとの説明がありました。 

 委員から、どのような農作物での利用を計画されているか確認したところ、当面は酒造米

を中心に計画しているが、コンテナの特性上、野菜や花卉等での活用も検討していきたいと

の説明がありました。 

 また、コンテナの搬入・搬出時の輸送方法について確認したところ、４トントラックでコ

ンテナを１台ずつ輸送する計画であるとの回答も得ました。 

 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、「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、「用途区分の変更」に該当するため、農用地アの（イ）のｂと決定

しております。 

 審議番号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、申請地の南側に居住していますが、市道拡幅工事により自宅敷地の一部が収用され、駐

車場が不足するため、敷地を拡張したく、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。 
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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７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、申請地の管理について確認したところ、定期的に除草を行い、北西の水路の法

面が崩れた場合は自費で修復をされ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８番は、転用目的が「農業施設」の案件で、申請人は、農業を営んでいますが、

農業用機械等が増加し既存の敷地では手狭になったため、申請地を農業施設として利用した

く、申請されたものです。 

 地元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９番から11番までの３件は、転用目的が「貸資材置場」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・一括採決し、委員による現地調査を行い、調査

会において申請人説明を求めました。 

 申請人は、農業の傍ら建設業を営んでいますが、現在使用している資材置場は、道路条件

が悪く、周辺住宅にも迷惑をかけているため、新たに貸資材置場を整備することを計画した
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ところ、申請地は、道路条件も良く、点在する資材置場を１箇所にまとめることができるた

め、近隣への迷惑も緩和され、さらには作業効率も良くなることから、申請されたものです。 

 申請人に、地元自治会で所有しているため池に通じる道路が、申請地の間を通っているた

め、今後の維持管理等に影響が無いか確認したところ、地元自治会及び生産組合と協議を

行っており、維持管理に支障が無いようにするとの回答を得ました。 

 また、周辺は通学路となっているため、安全対策について確認したところ、誤って申請地

に立ち入ることがないように、バリケード等の設置を行い、安全対策を十分に行っていくと

の回答を得ました。 

 さらに、雨水の排水について、申請地の北側道路側溝から最終的には東側に流れている黒

川に合流するのではないか、また、転用後に流量が大幅に多くなる恐れはないか確認したと

ころ、雨水は主に南側のため池に放流すること、申請地は砂利敷きで造成するため、これま

での保水力が大きく損なわれることはないと考えているが、問題が生じた場合には、地元と

協議し対処していきたい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12番は、転用目的が「農業用倉庫」の、農振用途区分の変更を経た案件で、申請

地は、広域農道に面し、地区の農業者が共同で利用する農業用機械の保管場所として適地と

判断し、申請されたものです。 

 地元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、「用途区分の変更」に該当するため、農用地アの（イ）のｂと決定

しております。 

 以上のことから、審議番号５番から12番までの８件については、申請のとおり許可相当と
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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。 

○副会長（秋吉良太君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、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。22番委

員。 

○22番（八次 正君） 

 今回転用される場所に接している道路が市道なのか県道か。それと、先ほどの説明では４ｔ

車で運ぶということでありましたが、そういう運搬車に適した幅員があるのかなと思いまし

て。 

 また、土地改良事業がなされているということで、今後この道路も広くなる計画なのか伺

います。 

○副会長（秋吉良太君） 

 事務局、お願いします。 

○事務局（川﨑亘啓農地係主査） 

 幅員は現在４ｍ程度ありまして、ここは市道になっております。 

 以上です。 

○副会長（秋吉良太君） 

 22番委員どうぞ。 

○22番（八次 正君） 

 今後、その幅員に対しては広くなるということはないでしょうか。 

○副会長（秋吉良太君） 

 北部調査会長。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 土地改良事業が進めば広くなると思います。 

○22番（八次 正君） 

 そうですか。現在土地改良に入っているということですね。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 はい。 
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○22番（八次 正君） 

 わかりました。 

○副会長（秋吉良太君） 

 13番委員どうぞ。 

○13番（福田義弘君） 

 土地利用計画図を見てみますと、コンテナを22台置かれる計画になっておりますけれども、

太陽光パネルを設置して電気を確保して長期保存できるコンテナを設営されるということで

すけれども、その太陽光パネルはコンテナのどこに設置してあるものでしょうか。 

○副会長（秋吉良太君） 

 北部調査会長。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 コンテナの屋根だと思います。 

○副会長（秋吉良太君） 

 13番委員。 

○13番（福田義弘君） 

 そうすると、太陽光パネルを設置したまま、このコンテナを運び出すということになるわ

けですか。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 そうですね。 

○13番（福田義弘君） 

 そうした場合に、支障はないのでしょうか。 

○副会長（秋吉良太君） 

 事務局。 

○事務局（川﨑亘啓農地係主査） 

 本日、南部の委員さんにお配りをしております北部調査会資料の３ページをお開き下さい。

こちらにコンテナの写真を掲載しております。 

 先ほど北部調査会長も言われましたけれども、太陽光パネルにつきましては、このコンテ

ナの上部に貼りつけられた、自家発電できるようなコンテナになっております。 

 以上です。 
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○13番（福田義弘君） 

 運び出す時は、そのまま運んでも、太陽光発電に影響はないですか。 

○副会長（秋吉良太君） 

 どうぞ、事務局。 

○事務局（川﨑亘啓農地係主査） 

 現在、鉄道輸送で使用されているコンテナをリノベーションされて開発されたコンテナに

なっておりまして、パネルを貼ったまま輸送ができると伺っております。 

○副会長（秋吉良太君） 

 13番委員いいですか。 

○13番（福田義弘君） 

 はい、わかりました。 

○副会長（秋吉良太君） 

 ６番委員。 

○６番（鶴 敏春君） 

 申請人は農家ですよね。農業で米穀販売業か何かされているわけですかね。どういうこと

をこの人がしたいのか、事業の内容をもう少し詳しく説明してもらえないでしょうか。 

○副会長（秋吉良太君） 

 はい、事務局どうぞ。 

○事務局（川﨑亘啓農地係主査） 

 申請人さんは農業をされておりまして、今回、圃場整備に伴って、土地改良区と調整をし

て、この施設の周りに約８反程度集約をして換地をされる予定ということで、今後、基本的

には酒造米を栽培して、鉄道輸送を使って運んで、酒蔵会社に卸すという形で出荷を予定さ

れているというふうに伺っております。 

 以上です。 

○副会長（秋吉良太君） 

 ６番委員。 

○６番（鶴 敏春君） 

 それは自分の作った米だけですか。それとも、人のを仲介して、それも合わせて販売する

ということですか。 
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○副会長（秋吉良太君） 

 はい、どうぞ。 

○事務局（川﨑亘啓農地係主査） 

 当初は自分の所有されている農地だけで計画をされているんですけれども、将来的には、

周りで賛同をされる方とか、私も作りたいという耕作者の方がいらっしゃれば一緒にやりた

いと、拡大をしたいという御希望は持たれております。 

○副会長（秋吉良太君） 

 ほかに質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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、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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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。13番委員。 

○13番（福田義弘君） 

 土地利用計画図を見てみますと、いろいろ農業機械を置く計画になっていますが、個別に

倉庫を建築されるのですか。 

○副会長（秋吉良太君） 

 事務局お願いいたします。 

○事務局（川﨑亘啓農地係主査） 

 申請地内は建物等を個別に作られるわけではなくて、あくまで置き場として申請をされて

おります。 

○副会長（秋吉良太君） 

 ほかに質疑はありますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

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

しました。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 先ほど、北部調査会長から報告がありましたとおり、審議番号９番から11番までの３件に

ついては、転用目的が「貸資材置場」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・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございま

せんか。 
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    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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。13番委員。 

○13番（福田義弘君） 

 今回、転用の目的は貸資材置き場ということで、約６反程転用されますけれども、これは

転用の理由を見てみますと、点在している資材置き場を１ヶ所にまとめることができるとい

うことですが、この申請人は、あちこち資材置き場を持っていたということでしょうか。そ

れとも、その周辺に幾らでも資材置き場があったということで、申請人が貸し資材置き場を

造成されるという計画なのか、お尋ねします。 

○副会長（秋吉良太君） 

 事務局どうぞ。 

○事務局（川﨑亘啓農地係主査） 

 現在使用されている資材置き場は、同じ地区内に２ヶ所ありまして、合わせたら約4,000

㎡を超えるぐらいの面積で使用をされています。そこは道が狭かったり集落が近くにあると

いうこと、あと２ヶ所に分かれているので、作業効率もなかなか思うように上がらないとい

うことで今回１ヶ所に集約をされるということで、申請人さんが経営されている建設会社に、

個人から法人に貸すということでの貸資材置き場として申請をされております。 

○13番（福田義弘君） 

 申請人さんから会社の方に貸すということで、貸資材置場というふうになっているわけで

すね。 

○事務局（川﨑亘啓農地係主査） 

 はい。 

○13番（福田義弘君） 

 はい、わかりました。 

○副会長（秋吉良太君） 

 ほかに質疑ありますか。13番委員。 

○13番（福田義弘君） 

 隣接するため池とか用水池等々に法面がつきますけれども、その法面は張りコンや芝張り
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等をされる計画でしょうか。 

○副会長（秋吉良太君） 

 事務局お願いします。 

○事務局（川﨑亘啓農地係主査） 

 この法面の形成に関しては、安定勾配で設置を予定されておりまして、この転用計画の際

に十分地元の自治会等と協議をされて、この計画で了承されたという経緯がありまして、張

りコンとか、張り芝をされる計画はないということでお伺いをしております。 

○13番（福田義弘君） 

 わかりました。 

○副会長（秋吉良太君） 

 ほかに質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号９番から11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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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、議案書24ページから26ページまでをお開きください。 
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      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・９・10 

○副会長（秋吉良太君） 

 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（大園敏明君） 

 報告します。 

 審議番号１番から10番までの10件：53,454㎡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。 

○副会長（秋吉良太君） 

 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10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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 異議なしと認めます。よって、この10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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この10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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号１番から10番までの10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26ページをお開きください。 
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      第４号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

            11 

○副会長（秋吉良太君） 

 審議番号11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11番：989㎡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。 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号11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27ページから36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 

           １～38 

○副会長（秋吉良太君） 

 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38番までの38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38番までの38件 

   新規  17件：141,561.10㎡ 

   更新  21件：142,353㎡ 

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。 

○副会長（秋吉良太君） 

 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38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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 異議なしと認めます。よって、この38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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この38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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号１番から38番までの38件については、計画案どお

り承認することに決定しました。 

 次に、議案書39ページ及び40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 

           51 
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○副会長（秋吉良太君） 

 審議番号51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、西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、西委員に一時退室

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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 異議なしと認めます。よって、西委員には、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、西委員退室してください。 

    〔９番西委員 退室〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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51番 

   更新  １件：13,070㎡ 

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。 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 
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○副会長（秋吉良太君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号51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。 

 それでは、西委員の入室をお願いします。 

    〔９番西委員 入室〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 次に、議案書36ページから40ページまでをお開きください。 

 

     第５号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

           51を除く39～53 

○副会長（秋吉良太君） 

 審議番号51番を除く、審議番号39番から53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51番を除く、審議番号39番から53番までの14件 

   新規  ７件：55,376㎡ 

   更新  ７件：21,085㎡ 

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。 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号51番を除く、審議番号39番から53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41ページをお開きください。 

 

     第６号議案 非農地通知について 

           １・２・３ 

○副会長（秋吉良太君） 

 第６号議案 非農地通知について、審議番号１番から３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１番から３番までの３件について、地元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。 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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、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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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、非農地とす

ることに決定しました。 

 次に、議案書42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（除外） 

           １・２ 

○副会長（秋吉良太君） 

 第７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

出人は現在借家に居住し、建設会社勤務の傍ら農業を営んでいますが、今般、農家住宅の建

築を計画したところ、申出地は耕作地に近く、効率的に農業を行う上で最適と考え、申出さ

れたものです。 

 なお、排水管の埋設先について、委員から申出地西側の農地ではなく、東側市道に埋設し、

東側水路へ放流する方が望ましいという意見が出され、後日、申出人に確認したところ、東

側にはパイプラインが埋設されているため現在の計画としていたが、意見を踏まえ、東側市

道に埋設する旨の回答を得ました。 

 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
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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、「海苔資材置場の敷地拡張」の案件で、委員による現地調

査を行いました。 

 農業振興課の説明などによると、申出人は、海苔養殖業を営んでいますが、既存の海苔資

材置場が手狭となり、作業に支障をきたしているため、新たな資材置場を計画したところ、

申出地は、既存の資材置場に隣接し自宅にも近いため、作業効率や管理をする上で最適と考

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」に該当するため、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」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。 

 以上のことから、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。 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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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○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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42ページから44ページまでをお開きください。 

 

     第７号議案 農振法第13条の規定による変更申出（除外） 

           ３・４・５・６・７ 

○副会長（秋吉良太君） 

 審議番号３番から７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３番から５番までの３件は、除外目的が「医療施設及び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、申出地の南隣で病院及び老人保健施設等

を運営しておりますが、既存病院施設が、現在の一人当たりの病床面積の基準を満たしてい

ないため、拡張が必要な状況となっており、また、高齢化が進む中、高齢者の生活介護施設

を設置したいと考え、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や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。 
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 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農地」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。 

 審議番号６番は、除外目的が「資材置場の敷地拡張」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、資源リサイクル業を営んでおり、事業用

地が手狭である中、地域農家からの要望に基づき、農業用資材等の受け入れも行っていきた

いと考えており、敷地の拡張をしたく、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、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７番は、除外目的が「資材置場」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、太陽光発電事業を営んでおり、今後も施

設の新設及び維持管理を行っていくにあたり、資材置場が必要となっており、申出地は、主

たる施設に隣接し、維持管理を行っていく上で最適と判断し、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。 

 以上で報告を終わります。 
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○副会長（秋吉良太君） 

 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３番から５番までの３件につ

いては、除外目的が「医療施設及び福祉施設の敷地拡張」の案件で、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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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、議案書45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 

○副会長（秋吉良太君） 

 第８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番及び２番の２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

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。 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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、議案書45ページ及び46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 

           ３・４・５・６ 

○副会長（秋吉良太君） 

 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番から６番までの４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。 

○副会長（秋吉良太君） 

 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。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 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。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○副会長（秋吉良太君） 

 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〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号３番から６番までの４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。 

 佐賀市農業委員会平成31年２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。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副会長（秋吉良太君） 

 異議なしと認めます。よって、佐賀市農業委員会平成31年２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31年２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40分 閉会 


