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令和元年８月定例総会議事録 

 

 日  時  令和元年８月19日（月） 午前９時30分～午前11時６分 

 場  所  佐賀市役所  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４条の規定による許可申請 

  第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

  第５号議案 農地転用許可後の事業計画変更承認申請 

  第６号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

  第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

５．閉 会 
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午前９時30分 開会 

○会長（坂井夫君） 

 おはようございます。先般の議会の経済産業委員会との意見交換会、お疲れさまでござい

ました。皆様方からいろいろ闊達な御意見をいただきましてありがとうございました。 

 皆様方も８月、お孫さんあたりと和やかなお盆をお過ごしのことかと思います。私自身は

親友を亡くし、厳しい初盆参りでございました。やはり平和のありがたさ、健康のありがた

さをしみじみ感じたお盆でございました。皆様方におかれましても、くれぐれも健康に留意

されまして、委員会活動に御尽力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、先ほどの報告のとおり、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令和元年８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2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６件、報告第４号 形状変

更届１件、局長専決処分報告第１号 農地法第４条による届出１件、局長専決処分報告第２

号 農地法第５条による届出３件。 

 議案としては、第１号議案 取消願（農地法第５条の規定による許可）１件、第２号議案 

農地法第３条の規定による許可申請14件、第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請

１件、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請34件、第５号議案 農地転用許可後

の事業計画変更承認申請１件、第６号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転７件、第

７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定24件。 

 以上となっております。 

 ここで皆さんに報告します。 

 現地調査については、南部は８月６日に予定しておりましたが、台風８号の接近に伴い中

止、北部は８月７日に行っております。 

 また、調査会については、南部が８月８日、北部が８月９日に開催したことを報告します。

なお、南部は現地調査が中止となったため、航空写真及び現地写真資料に基づき、調査会を

行っております。 

 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、
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18番委員の古賀委員、19番委員の北村タツ子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17ページ、20ページおよび22

ページから28ページまで、農地法第５条の規定による許可申請、審議番号４番、12番から14

番、17番から33番までの審議結果について報告します。 

 第41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は、ありません。 

 農地法第５条の規定による意見聴取について ４件、 

 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 

○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〕 

○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２ページから４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 

            １～12 

○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１番から12番までの12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） 
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 意見なしということで、次に進みます。 

 次に、議案書５ページ及び６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 

○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〕 

○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７ページをお開きください。 

 

      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。 

 次に、議案書８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 

○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） 
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 意見なしということで、次に進みます。 

 次に、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５条による届出 

                  １・２・３ 

○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。 

 次に、議案書10ページをお開きください。 

 

      第１号議案 取消願（農地法第５条の規定による許可） 

            １ 

○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番は、「農業用施設」の取り消しの案件で、委員による現地調査を行い、調査

会において願出人に説明を求めました。 

 願出人は、平成28年２月に「農業用施設」を目的として、農地法第５条の規定による転用

許可を受けていましたが、経済的な理由により、許可の取り消しを願出されたものです。 

 願出人に取り消しの経緯について確認したところ、請負業者に無断で建設残土を山積みさ

れ、農業委員会から是正指導を受けたため、請負業者に対し、弁護士を通じて幾度となく催

促したところ、最終的に平成30年６月には残土が搬出されたとのことです。 

 しかし、その後、請負業者との連絡が取れなくなり、弁護士費用などもあって農業用施設

の建設資金の目途が立たなくなり、やむなく取り消しの願出に至ったとの説明がありました。 
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 願出人に、今後の耕作について確認したところ、取り消し承認後には柑橘系作物の栽培経

験があるため、東に隣接する自ら耕作する田の表土を一度はぎ取り、願出地の土の一部で道

路の高さまで嵩上げし、その上に表土をかぶせて、隣接農地と一体的にみかん畑として利用

していく旨の説明を受けました。 

 さらに、みかんの定植はいつまでに行うかを確認したところ、来年の３月末までには行う

との回答を得ました。 

 また、委員から、大和地区はみかんの産地なので、ＪＡの指導員にも相談して付加価値の

高い良いみかんを作られるよう、最後まで頑張って欲しい旨の意見が出されました。 

 以上のことから、この案件については、願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。はい、どうぞ。 

○21番（大園敏明君） 

 譲渡人と譲受人の方の関係はどうなっていますか。 

○事務局（池田輝幸農地係主査） 

 譲受人の義理のお父さんが譲渡人になられます。 

○21番（大園敏明君） 

 はい、わかりました。 

 それと、みかんを植えるということですけど、10ａ当たり大体どのくらいの本数を植えら

れますか。 

○会長（坂井夫君） 

 事務局どうぞ。 

○事務局（池田輝幸農地係主査） 

 すみません、そのことについてはまだ本人からも聞いていませんし、確認もとれておりま

せん。 

○21番（大園敏明君） 

 これは平成28年度の案件で農業委員会に上がってきた案件ですけど、その時に、今度畑に
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形状変更されるという既存の10ａ、そこを四、五日前に見に行きました。あの土を下の方に

置いて床土にして、20ａの田んぼの表土を上にかけるというような計画になっていますが、

それは大丈夫ですかね。盛り土をされている土は、あくまでも床土にいいような土かなとい

うのを自分としては不安視するわけですよね。その28年の時には、ちょっと残土のような盛

り土でなされたものですから。それにみかんを植えるということですが、そういうふうな土

があるんじゃないかなという心配があるものですから。 

○会長（坂井夫君） 

 はい、事務局どうぞ。 

○事務局（池田輝幸農地係主査） 

 残土については、バケットですくって搬出をされています。今回、形状変更届が出ている

分ですけれども、東側の農地にも盛り土を30㎝ぐらい押し広げて、もとの耕作土を表土とし

て使われます。ＪＡにも加入をされていますので、ＪＡの指導員さんと相談されて土地の改

良が必要であれば指導していただいて、きちんと耕作ができるように確認をしていきたいと

思っております。 

○21番（大園敏明君） 

 それと今、道路の方に施設の側溝がありますよね、それはどうされますか。 

○事務局（池田輝幸農地係主査） 

 そのまま使われる予定です。 

○21番（大園敏明君） 

 そして、20ａのところまで延長するわけですかね。 

○事務局（池田輝幸農地係主査） 

 Ｕ字溝は延長されなくて、現況のまま、土だけを20ａの方に移されるということです。 

○21番（大園敏明君） 

 道路から今の田面まで、20ａのところは結構高低差がありますよね。だから、その側溝が

邪魔になるんじゃないかなという気がするんですよね。ですから、東の方までずっと延長し

てもらって、排水をよくするような方法もいいんじゃないかなという気がするわけですよ。

途中、今のあそこでストップということであればどうかなという気がしたものですから。延

長はないわけですね。 

○事務局（池田輝幸農地係主査） 
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 はい。延長する計画はないと伺っています。先ほど申請理由に上がっているとおり、経済

的に厳しいとのことで、この分についても金融機関からお金を借りてされるということです。

譲渡人の方には、そういう意見が出ているということをお伝えしようと思います。 

○21番（大園敏明君） 

 いや、今までだったら、なかなか農地として活用されていないような現状だったものです

から、今後みかんを植えてもらえるということであれば、農業者としてはいいことであるか

なと思いますので、今後とも農地を大事に使ってもらうようによろしくお願いしたいと思い

ます。 

 以上です。 

○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、願い出どおり取り消す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番については、願い出どおり取り消すことに決

定しました。 

 次に、議案書11ページ及び16ページをお開きください。 

 

      第２号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            ２ 

      第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            ２・３ 

○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２番、及び第４号議案 農地

法第５条の規定による許可申請、審議番号２番及び３番の３件を議題とします。 

 ここで皆さんにお諮りします。 
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 この３件については、転用目的が「営農型発電設備」の一時転用の案件、それに伴う区分

地上権の設定及び工事用作業場の一時転用の案件で、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〕 

○会長（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、この３件については、一括審議・一括採決とし、審議の順

序を変更し、先にこの３件を議題とします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（大園敏明君） 

 報告します。 

 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２番、及び第４号議案 農地

法第５条の規定による許可申請、審議番号２番、３番の３件は、営農型発電設備の案件で、

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、調査会において申請

人説明を求めました。 

 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

各号の要件は必要なく、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、

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２番、３番については、転用目的が

「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、審議番号２

番について、申請人は、営農型発電事業及び農業を営むことを目的に昨年の11月に設立され

た法人で、今般、地権者の同意を得て、営農型発電設備を設置することを計画し、太陽光パ

ネルの支柱と電柱部分について、一時転用の申請をされたものです。 

 審議番号３番については、営農型発電設備の設置に伴い、重機等での作業が必要となるた

め、工事用の作業場として利用したく、一時転用申請されたものです。 

 申請人に、下部農地での耕作について確認したところ、米と大麦の耕作を計画していると



- 10 - 

のことで、支柱の東西の間隔は５ｍあり、パネルの高さは３ｍあるため、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。 

 その他、営農型発電設備の許可要件である、一時転用の期限が３年であること、支柱等が

容易に撤去可能であること、下部農地における営農の適切な継続が可能なパネル配置である

こと、位置等からみて周辺の農地の効率的な利用や用排水施設の機能等に支障をおよぼす恐

れがないこと、撤去に必要な資力と信用があること、電気事業者と連携契約を締結している

ことについて問題ないことを確認しました。 

 また、周辺農地の耕作者が、ヘリ防除を行う際に問題が起こらないか確認したところ、隣

接農地の耕作者とは、問題が起こらないようあらかじめ話し合いが済んでおり、仮に薬剤が

パネルについても、雨で流れ落ちるため、影響はない旨の回答を得ました。 

 委員からは、今後、営農型発電事業を拡大する際には、なるべく隣接農地が少ない場所を

選定するなど、周辺農地の営農に支障が出ないように慎重に用地を選定してほしいとの意見

が出され、了承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、ともに「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）。 

 許可基準も、ともに「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。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。18番委員。 

○18番（古賀伸一君） 

 今、南部の方で慎重審議をされたということで理解をいたしましたけれども、この案件に

ついては私の方にも、これがよければずっとやっていきたいというお話も少し聞いておりま

す。 
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 そういった中で、この研修資料をいただいているんですけれども、許可できない場合とい

うところで、許可できない場合は、①で集団農地の中央部に位置する農地の場合はできない

という項目もございますが、こういった圃場整備が済んでいるところの中で、考え方によれ

ば中央部に当たるのかなと思いますけれども、こういった場合、許可ができるという慎重審

議の結果だと思いますが、その辺のところをもう一度事務局の方からでも解釈の仕方を御教

示願えたらと思います。 

 以上です。 

○会長（坂井夫君） 

 事務局いいですか。はい、どうぞ。 

○事務局（川崎亘啓農地係主査） 

 土地利用計画図の５ページ、６ページをご覧ください。 

 今回の案件につきましては、水路を一部挟んでおりますけれども、南側はすぐ宅地があり

まして、東側と北側は道路に面しており、西側だけが農地に面している形になっております。 

 先ほど南部調査会長からも御報告していただきましたけれども、確かに調査会の中でも今

後事業を展開をしたいというお話もありまして、市内でも十数ヶ所予定をしているという回

答がありました。 

 それに対して、周辺の農地の営農に支障がないように場所選定を慎重にしてほしいという

ことを要望して、了承する旨の回答をいただいているところでございます。集落にも接続を

しておりますので、今回の案件につきましてはそういった形で許可ができるものと判断され

たところでございます。 

 以上です。 

○会長（坂井夫君） 

 はい。18番委員どうぞ。 

○18番（古賀伸一君） 

 私が聞いた分は北部の案件ですけれども、道路に面して、もう少し白地に近いところとか

そういったところであったので、やむを得ないかなという考えも個人的には持っていました。

集落営農は、申請地の北のところでもやっておられますが、この申請が通れば、周辺農地に

広がっていくと思いますので、この地区で一番最初にこれが取り組まれるというのは、

ちょっと懸念があるんじゃないかなと思います。確かに東側は道路ですけれども、圃場が
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ずっと続いているという状況ですので、何か歯どめがきかなかったかなという思いもござい

ます。 

 実は地元説明会があった時に私も参加してくれということで参加をしましたけれども、事

業者は地元の協力があれば積極的にやっていきたいということでありまして推進したいとい

う話になっていました。今回南部の方で慎重審議されていますが、同じような営農型という

のは、北部の地区でも既にありましたけど、ただここのところが、ちょっと違うかなという

状況がありましたので意見としてお尋ねしたところです。（「ちょっといいですか」と呼ぶ

者あり） 

○会長（坂井夫君） 

 はい、どうぞ。 

○南部調査会長（大園敏明君） 

 今まで営農型で、佐賀市で３ヶ所ぐらいの許可を出しています。その中で今、18番委員か

ら言われるように、隣接に優良農地がたくさんあるところに営農型はできるものですから、

どうしてもそういうふうな支障が出てきます。 

 今、南部の案件で今回出たんですけど、北部の方で言われるように、今後も出るおそれが

あります。ですから、その時点では、北部調査会で審査を入念にやってもらいたいと思いま

す。 

 今回の南部の案件は３点が道路や宅地に面して、１点が農地に面しておったわけですよね。

ですから、こういう場所はいいかなと判断したわけですよね。だから、北部の場合でぽつん

と、周辺が全部農地だったということは極力避けてもらいたいと思います。 

 そうしないと、今、18番委員が言われるように、どんどん虫食い状態になるのが一番心配

されるところなんですよね。だから、北部の案件は北部調査会でしっかり審議をしてもらっ

て、総会の場に持ってきてもらいたいと思います。よろしくお願いします。 

○18番（古賀伸一君） 

 何も、南部の決定事項に…… 

○南部調査会長（大園敏明君） 

 いやいや、それは…… 

○18番（古賀伸一君） 

 考え方を事務局等にお尋ねをしていることですので。 
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○南部調査会長（大園敏明君） 

 いやいや、これは審議する場所ですから、いろいろな意見が出ると思いますよ。 

○会長（坂井夫君） 

 ほかに、どうぞ、14番委員。 

○14番（山口敏勝君） 

 今の件でございますが、南部調査会資料その１、７ページにまとめて書いてあります。

『全国で1,314件の一時転用許可がなされています。ソーラーシェアリングの大きな目的の

一つは、中山間地における耕作放棄地を再開墾して、自立した営農をすることにあります』

と記載されていますが、市内の山間部で耕作放棄地を再開墾ということは今までないでしょ

う。再開墾してということだから、これはやっぱり南部も北部も一緒になって、農業委員会

で考えることじゃないでしょうか。耕作放棄地を再開墾して自立した営農をすることは、そ

れはいいことですが、なかなか現実は厳しいと思います。 

 以上です。 

○会長（坂井夫君） 

 質問ですか、御意見ですか。 

○14番（山口敏勝君） 

 意見です。これは農業委員会として一緒になって考える問題だと思います、北部、南部

じゃなくてですね。よろしくお願いします。 

○会長（坂井夫君） 

 ほかに御意見はございませんか。はい、どうぞ、５番委員。 

○５番（百武正幸君） 

 この会社自体は、佐賀の会社はできたばかりだそうですが、親会社は全国的に展開されて、

認定農業者になっておられるそうですけれども、今回はこの営農者自体は調査会資料その２

の２ページの資料では認定農家でもない、アからエ以外の者ということになっております。

作物の報告義務については、３年に１度が認定農家になると10年に１度に昨年変わったそう

ですけれども、この場合、営農の収益に関して８割というルールは、この農家の方の個人的

な収穫の報告はどういう形でされるのか。共同で作業、カントリーとかなんとかに出されて

おるのか、その辺わかったらお願いします。 

○会長（坂井夫君） 
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 今の質問、事務局いいですか。 

○事務局（川﨑亘啓農地係主査） 

 営農の詳細については、手元に資料はないですけれども、作物の報告につきましては、先

ほど委員の方から３年というお話がありましたが、毎年営農の状況については報告するよう

に定められておりますので、営農型発電をされる方は、毎年２月までに報告をするように

なっております。 

 先ほどの３年とか10年の話は、一時転用の期間のことで、基本的に営農型の一時転用は３

年の期限が決められております。今回の場合は３年の期限つきの一時転用になりますので、

３年後に継続をされるということであれば再度申請をしていただく形になります。 

 10年になったのは、担い手の方が耕作される場合で、10年以内で更新ができるというふう

に改正されておりますので、それに該当すれば10年まで一時転用の期限を延ばすことができ

るような制度に改正されております。 

 以上です。 

○会長（坂井夫君） 

 ５番委員、いいですか。 

○５番（百武正幸君） 

 もう一つ。 

○会長（坂井夫君） 

 はい、どうぞ。 

○５番（百武正幸君） 

 ちなみに、この地代、もしわかったら教えていただけませんか。借地料です。 

○会長（坂井夫君） 

 事務局どうぞ。 

○事務局（川﨑亘啓農地係主査） 

 反当たり20千円となっております。 

 以上です。 

○会長（坂井夫君） 

 ５番委員、いいですか。 

○５番（百武正幸君） 
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 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、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２番、及び第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番号２番及び３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11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・３・４・５ 

○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２番を除く、審議番号１番か

ら５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、親子間の贈与の案件、審議番号３番、５番は、普通売買の案件、審議番

号４番は、贈与の案件です。 

 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。 
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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。 

 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〕 

○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。 

    〔「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２番を除く、審議番号１番から５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12ページから14ページまでをお開きください。 

 

      第２号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

            ６・７・８・９・10・11・12・13・14 

○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６番から14番までの９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６番、７番、10番、11番及び13番の５件は、普通売買の案件、審議番号８番は、
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親子間の生前一括贈与の案件、審議番号９番及び12番は、親子間の使用貸借の案件、審議番

号14番は、贈与の案件です。 

 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。 

○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９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９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９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番から14番までの９件については、申請どおり

許可することに決定しました。 

 次に、議案書15ページをお開きください。 

 

      第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

            １ 
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○会長（坂井夫君） 

 第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請、審議番号１番を議題とします。 

 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番は、転用目的が「一般住宅」の案件で、申請人は、家族３人で借家に居住し

ていますが、母の面倒を看るため、住宅の建築を計画したところ、申請地は、実家に隣接し

ているため、適地と考え、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、この案件については、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。  

○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16ページから18ページまでをお開きください。 
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      第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            １・４・５・６・７・８・９ 

○会長（坂井夫君） 

 第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番号２番及び３番の２件を除く、

審議番号１番から９番までの７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「駐車場の敷地拡張」の農振除外を経た案件で、申請人は、

檀家数が126戸の寺院ですが、駐車場が手狭で、法事や集会等の際には、付近の道路に駐車

し、近隣に迷惑をかけている状況であるため、駐車場の拡張を計画したところ、申請地は既

存の敷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。 

 なお、申請地の東側の農地も農振除外をされていますが、未相続農地であるため、現在、

権利者と協議中とのことです。 

 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、「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４番は、転用目的が「太陽光発電設備」の案件で、調査会において申請人説明を

求めました。 

 申請地は、周囲に日照の妨げとなる建物等もなく、発電をするにあたって適地と判断し、

申請されたものです。 

 申請人に、申請地の草刈管理について確認したところ、パネルの南側部分には防草シート

を設置し、残地については申請人が草刈管理をするとの回答を得ました。 

 また、申請地南側の里道は、幅員が狭く、西側農地への通作路として利用されているため、

申請地内の南側部分に工事車両等が駐車できるスペースを設けることができないか確認した
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ところ、再度フェンス等の配置を見直し、通作者に影響が出ないように、申請地内の南側部

分に駐車スペースを設け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番も、転用目的が「太陽光発電設備」の案件で、調査会において申請人説明を

求めました。 

 申請地は、日当たりが良く、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。

なお、申請地南側については、住宅地と隣接しているため、発電に影響がないようにパネル

を北側に詰めて設置する計画となっております。 

 申請人に、パネルへの農薬付着の影響を確認したところ、一般家庭に設置されているパネ

ルと同様、パネルに付いた汚れは雨で落ちる構造となっているため問題はなく、農薬散布に

あたっては、パネル設置者への事前のお知らせも必要ないとの説明がありました。 

 また、工事の際の資材搬入路について確認したところ、申請地東側にある譲渡人の宅地を

通り搬入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」に該当するため、第２種農地カの（ア）。 

 許可基準は、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該当するた

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 審議番号６番も、転用目的が「太陽光発電設備」の案件で、調査会において申請人説明を

求めました。 

 申請地は、日当たりが良く、周囲に日照の妨げとなる建築物もなく、区画の一番南側に立

地していることから、安定した発電が見込まれるため適地と判断し、申請されたものです。 

 申請人に、除草対策について確認したところ、年３回の草刈りを予定しているが、状況に
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応じて回数を増やすことも検討しているとの回答を得ました。 

 また、申請地の造成について確認したところ、約30㎝の盛り土を行い、境界部分について

も土盛りで既存の畔を高めるとの回答を得ました。これに対し、委員から、東側の田との境

界について、土の流出等の恐れがあることから、土留めブロックを設置して欲しいとの意見

が出され、検討したいとの回答を得ました。 

 さらに、申請地の周辺は、漁業者が多い地区であることから、工事の際は、なるべく漁業

の繁忙期を避けて行ってほしいと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、「中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産

性の低い農地」に該当するため、第２種農地カの（ア）。 

 許可基準は、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該当するた

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 審議番号７番から９番までの３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、調査会において申請人説明を

求めました。 

 申請地は、閑静な集落内で、近隣に教育施設もあり住環境が良いため住宅地に適地と判断

し、申請されたものです。 

 申請人に、申請地の東と北の開発道路の幅員について確認したところ、東側は、既存の住

宅地から出にくい状況であることから６ｍとしたが、北側は、５ｍあれば十分に出入り出来

る状況であり、周囲の地権者との協議の結果、この計画になった旨の説明がありました。 

 また、申請地西側の既存の水道管について確認したところ、橋梁拡幅に伴い南側へ移設す

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」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。 
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 以上のことから、この７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。 

○会長（坂井夫君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、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〕 

○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

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〕 
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○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。 

    〔「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。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 先ほど南部調査会長から報告がありましたとおり、審議番号７番から９番までの３件につ

いては、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〕 

○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７番から９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。 
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 次に、議案書21ページ及び29ページをお開きください。 

 

      第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            15・16 

      第５号議案 農地転用許可後の事業計画変更承認申請 

            １ 

 

○会長（坂井夫君） 

 第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番号15番、16番、及び第５号議案

 農地転用許可後の事業計画変更承認申請、審議番号１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、転用目的が「建売分譲住宅」と、それに伴う農地転用許可後の事業

計画変更の案件で、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〕 

○会長（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、この３件については、一括審議・一括採決とし、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４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番号15番、16番及び第５号議案 

農地転用許可後の事業計画変更承認申請、審議番号１番の３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。 

 農地法第５条による許可申請の審議番号15番、16番の申請地は、閑静な住宅地の中にあり、

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、その内、審議番号16番は昭和58

年に分家住宅として転用許可を受けていたものの許可後まもなく申請人が県外転勤となり、
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その後も佐賀市へ戻って来れなくなったとのことで、事業計画変更を同時申請されたもので

す。 

 審議番号16番の申請人にこれまでの土地の管理について確認したところ、知人からこの土

地でハーブを作りたいと言われ無償で貸していたが、県外に居住していたこともあり、適切

な管理が出来ていなかった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」に該当するため、第２種農地カの（ア）。 

 許可基準は、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該当するた

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 以上のことから、この３件については、申請どおり許可及び承認相当として、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。 

 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、事業計画の変更承認申請が出ておりますけれども、この譲渡人は何歳ぐらいの人で

すか。 

○会長（坂井夫君） 

 はい、事務局どうぞ。 

○事務局（池田輝幸農地係主査） 

 昭和27年生まれの66歳です。 

○会長（坂井夫君） 

 13番委員、それでいいですか。 

○13番（福田義弘君） 

 はい、いいです。 

○会長（坂井夫君） 
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 ほかにございませんか。 

    〔「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、申請どおり許可及び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、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番

号15番、16番、及び第５号議案 農地転用許可後の事業計画変更承認申請、審議番号１番の

３件については、申請どおり許可及び承認することに決定しました。 

 次に、議案書19ページから28ページまでをお開きください。 

 

     第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

            15・16を除く10～34 

○会長（坂井夫君） 

 第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番号15番及び16番の２件を除く、

審議番号10番から34番までの23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10番、11番の２件は、転用目的が「保育園の敷地拡張」の、一部農振除外を経た

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、保育園を運営していますが、園舎や園庭などが狭く、運営に支障をきたしてい

ることから敷地を拡張したく、申請されたものです。 

 申請人に、申請地の北東側の農地への通作路について確認したところ、申請人より耕作者

と協議の上、申請地東側に３ｍ幅の通作路を確保することで合意した旨の回答を得ました。

このことについて、委員より通作路が園のフェンスの内側となることから、フェンスの開閉

について確認したところ、フェンスの開閉部分は通常は施錠しており、通作の際には事前に

電話連絡を貰い、園長が立ち会って開錠するとのことです。なお、園長は保育園の近くに居
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住しているため、保育園が休みの際も耕作に支障が無いとのことでした。さらに農機具の通

行に当たって３ｍ幅で可能であるかを確認したところ、耕作者との協議を行い３ｍで足りる

とのことでした。 

 加えて通行の際には、園長が協力して安全確認を行うと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、1575番１は、「水管等が埋設された４ｍ以上の道路の沿道区域で、かつ、500

ｍ以内に２以上の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）。 

 1576番９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、1575番１は、「許可し得る」に該当するため、第３種農地エの

（イ）。 

 1576番９は「申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供す

るために行うものであって、当該事業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（第１種農地の占める割合は３分の１を超えず）」に該当するため、

第１種農地イの（イ）のｆと決定しております。 

 審議番号12番から14番までの３件は、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。 

 申請人の説明によると、申請地の周辺は住宅地の開発が進んでいることから需要が見込ま

れ、同時利用地の宅地と一体的に利用して良好な建売分譲地としたく、申請されたものです。 

 申請人に、地元説明会の開催の有無について確認したところ、地元説明会はこれまで、３

回開催しており、その中で申請地の中央部分にある水路について、西側部分は農業用で使用

しているため、住宅からの排水は東側水路に流すよう要望があり、東側へ水路を付け替える

ことにしたという説明がありました。 

 また、申請地南東側に残る農地への耕作について確認したところ、東側河川の管理用道路

から通作し、取水については同河川からポンプアップを行う旨の説明がありました。 

 さらに、委員から開発道路の終点にある申請人が管理する敷地部分について確認したとこ

ろ、今回の開発地と農地との高低差が約80㎝あるため、転落防止策としてガードレールを設
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置し申請人が管理していくとの回答を得ました。 

 また、申請地に新設される公園の管理について確認したところ、今後は住宅購入者が管理

を行うため、契約の際に覚書を交わす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。 

 審議番号17番から22番までの６件は、転用目的が高校の「多目的グラウンド」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、私立高校を運営していますが、学校が住宅街の中にあるため、グラウンドが大

変狭く、それぞれの部で練習時間を分けたり、他の施設を借りて練習していることに加え、

近隣住民から、騒音に対する苦情も発生し、満足のいく練習が出来ないため、新たに野球場

とサッカー練習場を併設したグラウンドの整備を計画しところ、申請地は高校から約４ｋｍ

離れているものの、自転車では15分程度で移動ができ、近隣に住宅等もないため適地と考え、

申請されたものです。 

 申請人に、来場者の路上駐車対応について確認したところ、グラウンド入り口部分に保護

者等が立ち、ランニングロードや空きスペースへ車を誘導するとともに、なるべく乗り合わ

せで来るよう周知を徹底し、万が一路上駐車を発見した場合には責任をもって対応する旨の

回答を得ました。 

 また、ナイター照明による農作物への影響と、害虫被害について確認したところ、照明は

夜９時に消すこととしており、稲の生育に影響が出ないよう、一番近い農地において５ルク

ス以下になるようにしていること、また、害虫被害については、近隣の野球場にも同じ照明

が設置されているが、害虫被害の相談はないと聞き及んでいるとの説明がありました。 

 また、害虫被害が発生した場合の対応について確認したところ、被害の原因が照明による

ものと断定されれば、ＪＡ等と協議し補償する旨の回答を得ました。 

 さらに、申請地南西側の駐車場兼用の調整池からの放流方法について確認したところ、申

請地内に降った雨水は、一旦調整池にすべて集め、一気に流れ出ないように、流量を調節し
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て放流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、「土地収用法の規定による告示に係る事業」に該当するため、農用地アの

（イ）のａと決定しております。 

 審議番号23番から33番までの11件は、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。 

 申請人の説明によると、申請地は近隣に大型商業施設などがあるため適地と判断し、転用

申請されたものです。 

 申請人に、地元との協議の有無について確認したところ、地元との協議は既に済ませてお

り、今回の計画にあたっては、地元から、集落より直接東側国道へ抜けることが出来るよう、

道路を作って欲しい旨の要望があったとのことです。また、合併浄化槽が設置されることに

ついて確認したところ、申請人から、当初は下水道への接続を希望していたが佐賀市上下水

道局との協議の結果、申請地を下水道区域に変更できないとの事で結果的に合併浄化槽での

計画となった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」に該当するため、第２種農地カの（ア）。 

 許可基準は、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該当するた

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 審議番号34番は、転用目的が「一般住宅」の案件で、申請人は家族３人で居住しています

が、現在の住宅が老朽化しているため住宅の建て替えを計画したところ、申請地は、実家や

自身が経営する建設会社の作業場に近く、通勤や親の面倒を看る上で適地と考え申請された

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、「中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産

性の低い農地」に該当するため、第２種農地カの（ア）。 

 許可基準は、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該当するた

め、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

 以上のことから、審議番号15番、16番の２件を除く審議番号10番から34番までの23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。 

○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10番及び11番の２件について

は、転用目的が「保育園の敷地拡張」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10番及び11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12番から14番までの３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す。そ



- 31 - 

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〕 

○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12番から14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。 

 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17番から22番までの６件につ

いては、転用目的が「多目的グラウンド」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。22番委員。 

○22番（八次 正君） 

 土地利用計画図の22ページを見てみますと、ほとんど外周には側溝が入れてありますけれ

ども、一部、南側の西になりますかね、そこにはＬ型擁壁だけ書いてあるんですが、ここは

排水はいいわけですか。それとも、ない理由をお聞かせ願いたいと思います。 

○会長（坂井夫君） 

 事務局、どうぞ。 
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○事務局（池田輝幸農地係主査） 

 南西のところは調整池がありまして、雨水についてはそこに全てを一旦溜めて、それを南

の排水管で水量を調節して水路に流すという計画になっております。 

○22番（八次 正君） 

 はい、わかりました。 

○会長（坂井夫君） 

 ほかに質疑はございませんか。 

    〔「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17番から22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。 

 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23番から33番までの11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す。

そこで、この11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11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11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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○会長（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号23番から33番までの11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34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34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30ページ及び31ページをお開きください。 

 

      第６号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

            １・２・３・４・５・６ 

○会長（坂井夫君） 

 第６号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転、審議番号１番から６番までの６件を

議題とします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○南部調査会長（大園敏明君） 

 報告します。 

 審議番号１番から６番までの６件： 29,348㎡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。 
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 この６件について、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○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、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、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６番までの６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31ページをお開きください。 

 

      第６号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転 

            ７ 

○会長（坂井夫君） 

 第６号議案 農用地利用集積計画（案）所有権移転、審議番号７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７番 14,729㎡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。 

 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〕 

○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。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、審議番号７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32ページ及び33ページをお開きください。 

 

      第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            １・２・３・４・５・６・７・８ 

○会長（坂井夫君） 

 第７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（大園敏明君） 

 報告します。 

 審議番号５番は、一般法人による解除条件付きの利用権設定の案件であるため、調査会に

おいて申請人説明を求めました。 

 申請人は、現在、土木建設業を営んでおり、今回、新たに農業に参入して、申出地でブ

ルーベリーを栽培したく、申出されたものです。 

 申出人に、ブルーベリーの栽培方法について確認したところ、ポット栽培を予定しており、

水の管理などは機械設備で行うことで、県外の協力者から技術習得を予定しているとのこと

でした。 

 また、出荷先や販売先について確認したところ、この協力者を通じての出荷、販売を予定

しており、将来的には、県内での出荷、販売を目指したいとの説明がありました。 

 その他、地域との調和要件や農業の常時従事要件についても問題ないことを確認しました。 

 この案件を含め、審議番号１番から８番までの８件 

   新規  ７件： 30,498.82㎡ 
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   更新  １件： 2,289㎡ 

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〕 

○会長（坂井夫君） 

 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〕 

○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〕 

○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38ページ及び39ページをお開きください。 

 

      第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            18 

○会長（坂井夫君） 

 第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定、審議番号18番を議題とします。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この案件は、秋吉委員の同居親族の案件となっており、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。 
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 そこで、秋吉委員には一時退室していただき、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、この案件を先に審議することに決定しました。 

 それでは、秋吉委員、退室願います。 

    〔23番秋吉委員 退室〕 

○会長（坂井夫君） 

 それでは、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18番 

   更新  １件： 10,732㎡ 

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。 

 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〕 

○会長（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、審議番号18番については、計画案どおり承認することに決

定しました。 

 秋吉委員の入室をお願いいたします。 

    〔23番秋吉委員 入室〕 
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 次に、議案書33ページから40ページまでをお開きください。 

 

      第７号議案 農用地利用集積計画（案）利用権設定 

            18番を除く審議番号９～24 

○会長（坂井夫君） 

 審議番号18番を除く、審議番号９番から24番までの15件を議題とします。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○北部調査会長（井上文昭君） 

 報告します。 

 審議番号18番を除く、審議番号９番から24番までの15件 

   新規  ９件：87,107㎡ 

   更新  ６件：27,105.47㎡ 

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15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15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15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） 
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 異議なしと認めます。よって、審議番号18番を除く、審議番号９番から24番までの15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。 

 お諮りします。 

 佐賀市農業委員会令和元年８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〕 

○会長（坂井夫君） 

 異議なしと認めます。よって、佐賀市農業委員会令和元年８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。 

 佐賀市農業委員会令和元年８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６分 閉会 


