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総会議事録（第 1回） 

 

１ 開催日時 平成３１年４月２５日（木）１４：００～ 

２ 開催場所 大会議室 

３ 出席委員（３５名） 

○農業委員（１９名） 

会  長    １１番 田添 利弘 

１番 佐古 和博  ２番 浅井 和巳  ３番 山口 明美  ４番 渡邉 隆弘 

５番  田川 康浩  ６番 山口 光則  7番 江﨑 修一  ８番 吉﨑 邦幸 

９番 朝長 洋子 １０番 松下 善光 １２番 高見 健   １３番 久保 一誠 

１４番 藤﨑サヨ子 １５番 寺坂 哲郎 １６番 川本 康代 １７番 山田 武人 

１８番 山口 和夫 １９番 岩﨑 真吉 

  

○農地利用最適化推進委員（１６名） 

１番 城山 正巳  ２番 平山 清孝  ４番 大久保勝範  ５番 渡邉 重徳 

６番 大島 弘美  ７番 野添 幸重  ９番 福田 末弘 １０番 川添 博司 

１１番 山上  傳 １２番 井本 忠之 １４番 森  良広 １５番 野田 善則 

１６番 鳥越 優  １７番 伏原 稔  １８番 山道喜久美 １９番 畠田 義博 

 

４ 欠席委員 

○農地利用最適化推進委員（３名）  ３番 小川 國治  8番 一瀬 晃 

１３番 上野祐太郎 

 

５ 議  題 報告第１号 農地法第１８条第６項（合意解約）の規定による通知報告の件 

       報告第２号 農地中間管理事業による農用地利用配分計画の合意解約の件 

第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請の件 

第２号議案 農地法第５条の規定による許可申請の件 

第３号議案 農業経営基盤強化促進事業による利用権設定の件 

第４号議案 農地中間管理事業による農用地利用集積計画作成の件 

第５号議案 農地中間管理事業による農用地利用配分計画作成の件 

報告第３号 農地法第４条の規定による許可処分の取消願の件 

報告第４号 農地法第５条の規定による許可処分の取消願の件 

 

６ 事 務 局 局長 出口 孝 

係長 西浦 公治 

職員 石橋 一也   川原 進太郎   中野 孝亮 
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１ 開会 

○事務局 

ただいまから「平成３１年度第１回農業委員会定例総会」を開会いたします。 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 議事録署名人指名 

○会長 

それでは、総会の定足数について、事務局より報告願います。 

 

○事務局 

本日の出席委員は、定足数に達しております。 

３番推進委員、8番推進委員、１４番推進委員から、欠席の届出があっております。 

以上です。 

 

○会長 

次に、本日の議事録署名人ですが、７番農業委員、１４番農業委員にお願いします。 

 

＜異議なし＞ 

 

○会長 

それでは、お手元の議案書を基に議案の審議に入ります。 

 

４ 議事 

○議長 

１ページ、報告第１号「農地法第１８条第６項（合意解約）の規定による通知報告

の件」を議題とします。 

事務局から報告をお願いします。 

 

○事務局 

１ページ、報告第１号「農地法第１８条第６項（合意解約）の規定による通知報告

の件」１番福重、草場町の農地、地目 田、面積 1,177㎡、使用貸人及び使用借人

は、記載のとおりです。 

場所は、農用地です。以上です。 

 

○議長 

それでは次に、2 ページ、報告第 2号「農地中間管理事業による農用地利用配分計

画の合意解約の件」を議題とします。事務局から報告願います。 
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○事務局 

2ページ、報告第 2 号「農地中間管理事業による農用地利用配分計画の合意解約の

件」1番萱瀬、原町の農地、地目 田、面積 91㎡、賃貸人及び賃借人は、記載のと

おりです。 

場所は、農振内農用地です。 

 

次に２番萱瀬、原町の農地、地目 田、面積 1,862㎡、賃貸人及び賃借人は、1

番萱瀬と同じで、双方合意により解約するものです。 

場所は、１番萱瀬の隣で農振内農用地です。以上です。 

 

○議長 

ただ今の報告事項に対して、ご意見等ありませんか。 

 

＜意見なし＞ 

 

〇議長 

それでは報告の件は、ご了承願います。 

次に、３ページ、第 1号議案「農地法第 3条の規定による許可申請の件」を議題

とします。1 番竹松、事務局から報告願います。 

 

○事務局 

３ページ、第 1号議案「農地法第 3条の規定による許可申請の件」 

1 番竹松、富の原 2 丁目の農地、地目 畑、面積 977 ㎡、譲渡人及び譲受人は、

記載のとおりです。 

本件は、譲受人が所有農地の隣接地を取得し、作業の利便性を図るものです。 

場所は、農振地域外の農地です。 

なお、譲受人は、自作地 24,953㎡で農業経営を行っています。 

 

○議長 

それでは、1 番について、竹松地区農業委員・推進委員お願いします。 

 

○委員 

 ここは、今説明がありましたように下の道路沿いですけども、譲受人さんがですね、

近くにハウスをされておって、隣に隣接する畑でありまして、耕作される方も利便が

いいということで見てきましたけども、問題ないと思います。どうぞご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○議長 

1番竹松について、何かご意見・ご質問はありませんか。 



4 
 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、1 番竹松は許可することとします。 

続いて 2番福重、事務局から説明願います。 

 

○事務局 

2番福重、草場町の農地、地目 田、面積 2,320㎡、譲渡人は及び譲受人は、記

載のとおりです。 

本件は、譲受人が規模拡大のため取得するものです。 

場所は、農用地です。 

なお、譲受人は、自作地 3,757㎡で農業経営を行っています。 

 

○議長 

それでは、2 番について、福重地区農業委員・推進委員お願いします。 

 

○委員 

 事務局から報告がありましたとおり、どちらも農家でありますし、問題はないと私

たち見てきました。審議のほどよろしくお願いします。 

 

○議長 

2番福重について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、2 番福重は許可することとします。 

続いて、４ページ、第 2号議案「農地法第 5条の規定による許可申請の件」を議

題とします。1番鈴田、事務局から説明願います。 

 

〇事務局 

4ページ、第 2号議案「農地法第 5条の規定による許可申請の件」、１番鈴田、岩

松町の農地、地目 田、現況 畑、面積 1,333 ㎡、譲渡人及び譲受人は、記載のと

おりです。 

本件は、譲受人が資材置場として利用するものです。 

場所は、都市計画区域内（白地）、農振内農用地外の第２種農地です。 

計画では、盛土 0.6～1.2m、既存の石積があり、雨水は東及び南側側溝を設けて

集水桝を通して、最終的には南側市道を横断して針尾川に放流、汚水は発生しません。 
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○議長 

それでは、１番について、鈴田地区農業委員・推進委員お願いします。 

 

○委員 

今事務局より説明がありました。２１日の日に地元委員で現地確認をしました。右

側に宅地となってますけど、農舎です。今現在、たぶん牛がいるのかいないのか近所

の人もよく知らなかったみたいです。何の問題もないと見てきました。よろしくお願

いします。 

 

○議長 

１番鈴田について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、１番鈴田は、許可相当とします。 

続いて、2番鈴田、事務局から説明願います。 

 

〇事務局 

2 番鈴田、岩松町の農地、地目 田、現況 畑、面積 1,080 ㎡、譲渡人及び譲受

人は 1 番鈴田と同じです。 

本件は、建売分譲宅地 4区画を建設するものです。 

場所は、１番鈴田の隣で、都市計画区域内（白地）、農振内農用地外の第２種農地

です。 

計画では、盛土 0.3～0.85m、西側には擁壁設置、雨水は進入道路西側に設ける側

溝から南側に流し集水桝を通して針尾川に放流、汚水も進入路から南側市道の公共下

水道接続となっています。 

なお、北側に一部農地があります。 

 

○議長 

それでは、２番について、鈴田地区農業委員・推進委員お願いします。 

 

○委員 

今説明があったとおりです。左の塀の方に田んぼで残っているんですけど、今現在、

ちょっとしたハウスで野菜をたぶん作られています。何も別に問題ないと地元委員は

判断いたしました。ご審議よろしくお願いします。 
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○議長 

２番鈴田について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、２番鈴田は、許可相当とします。 

続いて３番大村、事務局から説明願います。 

 

〇事務局 

３番大村、赤佐古町の農地、地目 畑、面積 765㎡、併用地を含めた全体面積は、

1,487.75 ㎡、譲渡人及び譲受人は、記載のとおりです。 

本件は、譲受人が、宅地造成５区画を行うものです。 

場所は、都市計画区域内（第一種低層住居専用地域）、農振外の第３種農地です。 

計画では、盛土 1.9m、切土 0.3m、南東側にブロック積み工による土留め工事、

北西側は既存石積みがあります。雨水は北西側に進入路を設けその側溝を通して、北

東側市道側溝に接続放流、汚水も、進入路から北東側市道の公共下水道接続となって

います。 

なお、南及び南西側に農地があります。 

 

○議長 

それでは、３番について、大村地区農業委員・推進委員お願いします。 

 

○委員 

今事務局の方からご説明のあったとおりでございます。南側の畑につきましては、

一段上になっておりまして、特に問題ございませんし、西側の畑については家庭菜園

みたいな感じで問題ないと思います。南側の山林につきましては、現在造成中でござ

いまして、雨水排水についても公共下水道に流すということでですね、特に問題ない

と思いまして現地確認をさせていただきました。以上でございます。ご審議のほどよ

ろしくお願いします。 

 

○議長 

３番大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、３番大村は、許可相当とします。 

続いて４番大村、事務局から説明願います。 
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〇事務局 

４番大村は、議案発送後、取下げ申請があっています。 

 

○議長 

それでは、続いて５番大村、事務局から説明願います。 

 

〇事務局 

５番大村、木場 1 丁目の農地、地目 畑、面積 1,282 ㎡、併用地を含めた全体面

積は、2,185.65 ㎡、譲渡人及び譲受人は、記載のとおりです。 

本件は、譲受人が、8区画の宅地造成を行うものです。 

場所は、都市計画道路久原池田線沿いから、右折して山側に入ったところで、都市

計画区域内（第 1種低層住居専用地域）、農振外の第３種農地です。 

計画では、盛土 1.5m、切土 2m、周囲には擁壁設置、雨水は T 字型に設ける進入

路の両側に側溝を設け、この場所の久原池田線側にある道路の既設側溝へ接続放流、

汚水も同様に進入路を通して、既設道路の公共下水道接続となっています。 

なお、北東側及び南西側に農地があります。 

 

○議長 

それでは、５番について、大村地区農業委員・推進委員お願いします。 

 

○委員 

 ここはですね、すでに併用地という部分はもう工事が始まっているようでございま

して、全体的にそう荒廃はしてないんですけども、あちこちに家庭菜園程度の野菜畑

があったり、あるいは、はびこった雑草を刈り取って保全管理に努めているという状

況の畑でございました。盛土 1.5ｍ、切土 2mというふうな工事の内容で、擁壁を設

置して雨水排水、公共下水道等を利用するという先ほどの事務局からの説明のとおり

でございますれば、周辺農地には特に問題ないというふうに見てまいりました。隣接

農地、東側になるんですかね、みかん畑があるんですけども、さほどそれについても

問題なかろうというふうなことで見てまいりましたので、ご審議のほどよろしくお願

いします。以上です。 

 

○議長 

５番大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

異議なしということで、５番大村は、許可相当とします。 

続いて 6番西大村、事務局から説明願います 
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〇事務局 

６番西大村、森園町の農地、地目 田、合計面積 715 ㎡、賃貸人及び賃借人は、

記載のとおりです。 

本件は、賃借人が、35台分の駐車場とするものです。 

場所は、都市計画区域内（準工業地域）、農振外の第３種農地です。 

計画では、盛土 0.7～0.9m、擁壁設置、雨水は南側側溝からと、一部は北西側か

ら既設水路、潮溜まりに放流、となっています。 

なお、東側に農地があります。 

 

○議長 

それでは、６番について、西大村地区農業委員・推進委員お願いします。 

 

○委員 

ここは、今のレンタカー屋さんのところの〇〇さんっていう賃貸人さんのところで

す。ここの畑のところも〇〇さんのところ、同じ人なので、そこを少し借りて広げよ

うとしてらっしゃるところです。駐車場を３５台作られるそうで、排水とか何とかは

既存の水路に放流されるそうです。別に何もないかなって思います。よろしくお願い

します。 

 

○議長 

６番西大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

○委員 

右に田んぼがありますけど、あそこの水はどこに流れるとですか。 

 

○委員 

水路があります。北にあるんです。海の方に向かってこうずっとあるんですよ。 

 

○議長 

他に何かありませんでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、６番西大村は、許可相当とします。 

続いて７番萱瀬、事務局から説明願います 
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〇事務局 

７番萱瀬、田下町の農地、地目 田、合計面積 1,047 ㎡、譲渡人及び譲受人は、

記載のとおりです。 

本件は譲受人が、グループホームと駐車場を建設するものです。 

場所は、都市計画区域外、農振内農用地外の第１種農地ですが、第 1種農地の特例

「集落接続要件」に該当するものです。 

計画では、盛土 0.3m、周囲にはコンクリートブロック設置、雨水は、北側駐車場

は側溝を設け北側既設水路に接続放流、建物より南は、中央に側溝を設けて東側に流

し、既設水路に接続放流、汚水は南側の市道を通して、西側 50m 先の公共下水道へ

の接続となっています。 

なお、西側に農地があります。 

 

○議長 

それでは、７番について、萱瀬地区農業委員・推進委員お願いします。 

 

○委員 

 その隣の土地はですね、ご自分の土地でですね、特にもうよかばいって言わすもの

ですから、いいんじゃないかと思って昨日おととい見てまいりました。皆さんの審議

をよろしくお願いします。 

 

○議長 

７番萱瀬について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

○委員 

 グループホームと駐車場の方は 500 ㎡以内なんですよね。しかし、実際の面積は

1,047㎡じゃないですか。転用の基準になってないんじゃないですか。 

 

○事務局 

 一般的に個人住宅の場合は面積 500 ㎡という基準があると思うんで、そのことを

言われていると思うんですけど、今回集落接続なんですが、個人住宅ではなくて、あ

くまでもその集落に必要な施設として、グループホームとしての転用でございますの

で、個人住宅の 500 ㎡は考えなくていいということになります。 

 

○委員 

 転用できる範囲が 500 じゃないのですか。 

 

○事務局 

 それは個人住宅を目的の時は 500 ㎡というのが規定にありますが、今回は集落に

必要な施設ということで認められているということになります。 
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○委員 

 わかりました。 

 

○議長 

 いいですか。他に。 

 

○委員 

住宅隣接用地っていうことでありましたけども、現地を見た時には、小さな農地み

たいに、エンドウが作られたりとかしていたんですよね。それでも、字図上で地番が

一緒でその中に宅地の中に耕作をされているというか、そういうふうな理解でよろし

いんですかね。 

 

○事務局 

 はい、事務局の方もそこは疑問が、集落接続にあたるのかっていうところであって

ですね、県の方と一応確認もして現地も見ていただいてですね、おっしゃるとおりこ

の右の方に自宅があって、この方が家庭菜園的な畑をここに作られているわけですね。

だからここを一体の集落というか自宅ということで見てですね、こことの接続という

ことで問題ないということで県の方の判断もされたので、うちの方は集落接続という

判断をしました。以上です。 

 

○委員 

 ここをですよ、農振地域、第一種農地でもグループホームはいいんですかね。 

 

○事務局 

 当該地は農振内の農用地外ですので、第一種農地になります。ですので、第一種農

地の例外規定集落接続が適用されます。 

 

○議長 

 10ha以上の接続で第一種農地になるとやろう。 

 

○事務局 

 農地の一団が 10ha 以上で第一種農地となります。 

 

○議長 

 図面の左側の大きな田地、それからずっと左の方は基盤整備で農振農用地になっと

っとですけども、南側がずっともう、その 10ha の連たんということでですね、10ha

以上つながってるところはもうどこでも第一種農地。 
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○議長 

 他にありませんでしょうかね。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、７番萱瀬は、許可相当とします。 

次に、８番竹松、事務局から説明願います。 

 

〇事務局 

８番竹松、原口町の農地、地目 畑、面積 2,116.23 ㎡、実測面積は、2,117.23

㎡、譲渡人及び譲受人は、記載のとおりです。 

本件は、譲受人が 9 区画の分譲宅地とするものです。 

場所は、都市計画区域内（第 1種住居地域）、農振外の第３種農地です。 

計画では、盛土 0.1～0.5m、周囲には擁壁設置、雨水は区画中央部に設ける道路

の両側に側溝を設け、集水桝を通して西側市道既設水路に接続放流、汚水も西側市道

の公共下水道への接続となっています。 

なお、北及び南西側に農地があります。 

 

○議長 

それでは、８番について、竹松地区農業委員・推進委員お願いします。 

 

○委員 

ただいま事務局の方からご説明がありましたとおりで、もう周りはほとんど住宅地

になっていてその中の一角ということで、上下水道、排水、何ら問題ないと思います

ので、皆様のご審議をよろしくお願いします。 

 

○委員 

すみません、今、説明不足だったんですが、北側に畑ですね。南側も畑あるんです

けれども、これは売渡人の農地でございまして、もう二人ともですね高齢で、もう保

全管理っていいますか、畑はきれいにしてありました。ということで、トラクターで

打つばっかりだろう、打って管理をされている、そのような状態ですので、何ら他に

は問題ないと思います。みなさんのご審議、よろしくお願いいたします。 

 

○議長 

８番竹松について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜異議なし＞ 
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○議長 

異議なしということで、８番竹松は、許可相当とします。 

次に、５ページ、９番竹松、事務局から説明願います。 

 

〇事務局 

５ページ、９番竹松、黒丸町の農地、地目 田、面積 6,735 ㎡、実測による面積

は 6,733.06㎡、譲渡人及び譲受人は、記載のとおりです。 

本件は譲受人が宅地 14区画と事業用地１区画を建設するものです。事業用地は現

在寿古町にある〇〇が手狭なため、閉鎖した後の代替用地とする計画です。 

場所は、都市計画区域内（準工業地域）、農振外の第３種農地です。 

計画では、盛土 0.56～0.97m、進入口以外の周囲にはコンクリート擁壁を設けま

す。雨水は事業用地の方は、南北に設けた側溝から西側（海側）に流して、真中道路

を横断し、宅地の部分の中央に設ける進入路の両側側溝に流して、両方一緒に南側に

流して、最終的には南側市道の既存雨水幹線に接続放流、汚水も事業用地側建物、分

譲宅地ともに合併処理浄化槽を区画ごとに設け、その水も雨水と一緒に接続放流とな

っています。 

なお、事業用地側の南に農地があります。 

 

○議長 

それでは、９番について、竹松地区農業委員・推進委員お願いします。 

 

○委員 

今、事務局の方で説明をしたとおりですけども、実は、手前の田んぼがですね、田

ごしで排水がこの事業用地の方に流れよったということで、地権者の方も心配をされ

ていたようで、それで、23 日の日やったですかね、三者、農業委員あるいは農業委

員会の方も出ていただきまして、開発をされる不動産業者さん、手前の地権者の方々、

全部寄っていただきまして説明をしていただきました。そういうことで、手前の田ん

ぼの地権者の方も納得をされてですね、こいならよかたいということで納得されたよ

うですので、何ら問題ないかと思います。そういうことで、みなさんのご審議よろし

くお願いします。 

 

○議長 

９番竹松について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、９番竹松は、許可相当とします。 

次に、10番福重、事務局から説明願います。 
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〇事務局 

10番福重、今富町の農地、地目 田、面積 1,120㎡、賃貸人及び賃借人は、記載

のとおりです。 

本件は、賃借人が工事事務所並びに駐車場を一時転用により、設置するものです。 

場所は、都市計画区域内（白地）、農振内農用地外の第１種農地です。一時転用と

して、3年以内である 2021年末までの農地復元計画書が提出されています。 

計画では、現状のまま利用、雨水は自然流下及び北側に流して進入口の既設グレー

チングから既設水路に接続放流、事務所の汚水は北側市道の公共下水道接続となって

います。 

なお、周囲に農地があります。 

 

○議長 

それでは、10番について、福重地区農業委員・推進委員お願いします。 

 

○委員 

今、事務局より説明があったとおりでございます。新幹線の車両基地の方のですね、

工事をするということで、３年間の契約で農地を転用するということでございます。

周りは田んぼでございますけれども、２階建ての事務所を建てるということで、一応、

転用地の真ん中の方に事務所を建てて、周りがもう駐車場ということで、周りの水田

等には陰がなったりとかはならないようにするということまで地権者から聞いてお

りますので、あと電線等がですね、一応、道路の方から持って来いということでは話

はしております。以上でございます。 

 

○議長 

10番福重について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、10番福重は、許可相当とします。 

次に、11番福重、事務局から説明願います。 

 

〇事務局 

11番福重、今富町の農地、地目 田、面積 289㎡、譲渡人及び譲受人は、記載

のとおりです。 

本件は、譲受人が個人住宅を建設するものです。 

場所は、都市計画区域内（白地）農振内農用地外の第１種農地ですが、第 1種農地

の特例「集落接続要件」に該当するものです。 



14 
 

計画では、現状のまま利用、雨水は、西から東へ敷地に２本の暗渠を入れて東側市

道側溝に接続放流、汚水も東側市道の公共下水道に接続となっています。 

なお、周囲に農地はありません。 

 

○議長 

それでは、11番について、福重地区農業委員・推進委員お願いします。 

 

○委員 

ここは、もう周りに、事務局からあったように、もう農地も全くございませんので、

何ら問題ないんじゃないかということで思っております。ご審議をお願いします。 

 

○議長 

11番福重について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、11番福重は、許可相当とします。 

次に、12番福重、事務局から説明願います。 

 

〇事務局 

12番福重、福重町の農地、地目 畑及び田、現況畑、合計面積 557㎡、贈与者

及受贈者は、記載のとおりです。 

本件は、受贈者が駐車場を増設するものです。 

場所は、都市計画区域内（白地）農振内農用地外の第３種農地です。 

計画では、切土 1m、盛土 1m、北と西には擁壁を設置。道路を東側に拡幅します。

雨水は斜面に沿って南側に流し、市道側溝に接続放流します。駐車場は砕石及び砂利

敷き舗装です。なお、開発区域内の里道も工事の許可が出ており、幅 6m の拡幅道路

は、将来市道に提供予定とのことです。 

なお、道を隔てて東に農地があります。 

 

○議長 

それでは、12番について、福重地区農業委員・推進委員お願いします。 

 

○委員 

今、事務局より説明がありましたように、場所はお寺の下のところです。23 日の

日にみんなで見に行って、一応、駐車場、あと道、市道ということで、周りには何の

影響もないということで、皆様のご審議いただくようにお願いします。 
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○議長 

12番福重について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、12番福重は、許可相当とします。 

次に、13番松原、事務局から説明願います。 

 

〇事務局 

13番松原、松原本町の農地、地目 畑、面積 421 ㎡、贈与者及び受贈者は、記

載のとおりです。 

本件は、受贈者が住宅を建築するものです。 

場所は、農振外の第 3種農地です。 

計画では、現状のまま利用、隣地との境にはコンクリートブロック設置、雨水は浸

透桝を設置して自然流下、汚水は東側市道の公共下水道接続となっています。 

なお、北及び西には贈与者所有の農地があります。 

 

○議長 

それでは、13番について、松原地区農業委員・推進委員お願いします。 

 

○委員 

今、事務局の方から言われたとおりでございますが、以前はですね、２筆になって

た分を地籍調査で合筆をされた分をまた分筆をして転用ということでですね、西側の

畑もですね、本人（贈与者）の農地でありますので、別に問題はなかろうかと思いま

す。北側の家からは結構離れておりますので、日照とかなんとかについても別に問題

はなかろうと思います。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

○議長 

13番松原について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、13番松原は、許可相当とします。 

 

続いて、6 ページ、第３号議案、「農業経営基盤強化促進事業による利用権設定の

件」、を議題とします。事務局から説明願います。 
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○事務局 

6ページ、第３号議案、「農業経営基盤強化促進事業による利用権設定の件」、 

1 番萱瀬、宮代町の農地、地目 田、合計面積 6,804 ㎡、貸付申込者及び借入申

込者は、記載のとおりです。 

場所は、都市計画区域外、農振内農用地です。 

借入申込者の設定する利用権は、議案書記載のとおりです。 

 

次に、２番福重、寿古町の農地、地目 畑、合計面積 2,551 ㎡、貸付申込者及び

借入申込者は、記載のとおりです。 

場所は、都市計画区域内、農振内農用地外の第 1種農地です。 

借入申込者の設定する利用権は、議案書記載のとおりです。 

次に３番福重、野田町の農地、地目 田、現況 一部畑、合計面積 3,428㎡、貸

付申込者及び借入申込者は、記載のとおりです。 

場所は、都市計画区域内、農振内農用地です。 

借入申込者の設定する利用権は、議案書記載のとおりです。 

以上、第３号議案、１番萱瀬から３番福重までの借入申込者は、農業経営基盤強化

促進法第１８条第３項の各号の要件を満たしているものと考えます。 

 

○議長 

それでは、第 3号議案について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、第 3号議案は、承認することとします。 

続いて、7 ページ、第 4号議案「農地中間管理事業による農用地利用集積計画作成

の件」 を議題とします。お諮りします。第 4号議案は、8 ページ、第 5号議案、「農

地中間管理事業による農用地利用配分計画作成の件」と関連がありますので、一括し

て審議することにご異議ありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

ご異議がありませんので、第 4号議案及び第 5 号議案は一括して審議することと

します。 

事務局から説明願います。 

 

○事務局 

7ページ、第 4号議案、「農地中間管理事業による農用地利用集積計画作成の件」 
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及び 8ページ、第 5号議案、「農地中間管理事業による農用地利用配分計画作成の件」、 

資料１の左側の 1行目、第 4号議案にはありませんが、報告第 2号で説明したと

おり合意解約された農地を、第 5号議案、１番萱瀬の借入申込者へ貸し付けるもので

す。 

利用権を設定する農地の所在、地目、面積、設定する権利の期間及び権利等は記載

のとおりです。なお、借入申込者については、6月の認定審査会に青年等就農計画認

定申請書を提出される予定の新規就農者です。補助事業でキュウリハウスを約 1 反で

建設を予定されています。新規就農者の下限面積要件は農振地域で 2反ですが、ハウ

ス栽培等の集約的な栽培を行う場合は、弾力的な運用が定められており、加えて農林

水産振興課でも、意欲と能力がある農業者と判断されています。 

 

次に、第 4号議案 1番萱瀬、及び第 5 号議案、2番萱瀬、貸付申込者は及び借入

申込者は、記載のとおりです。 

利用権を設定する農地の所在、地目、面積、設定する権利の期間及び権利等は記載

のとおりです。 

以上、第 4号議案の１番萱瀬は、農業経営基盤強化促進法第 18条第 3 項各号の

要件及び第 5 号議案１番萱瀬及び 2番萱瀬は、農地中間管理事業の推進に関する法

律第 18条第 4項各号の要件を満たしているものと考えます。 

 

○議長 

それでは、第 4号議案、及び第 5 号議案について、何かご意見・ご質問はありま

せんか。 

 

○委員 

 新規就農の場合は、そういった施設の場合は下回ってもいいという説明であったわ

けですけども、その下限面積っていうのはないんですか。 

 

○事務局 

 うちの方でも下限面積っていうのを決めておるんですけれども、農地の権利取得に

際して、権利取得後の経営面積が 50アール以上となるように下限面積の要件が定め

られていますが、これの例外措置がありますということで、１点目はですね、地域の

実情に応じてより小さい別段の面積を定めることができるとされております。これは

ご承知のとおり、現在県内でも下限面積 1㎡っていうところもですね、３つぐらいの

市がありますし、佐賀市あたりも１㎡でも別段面積はオッケーというそういうふうな

ことが決められるという点であります。2点目が、ビニールハウス栽培等の集約的な

栽培方法などの場合には、下限面積要件は適用されず、10 アール程度の面積でも許

可されておりますという、そういうふうに書いてあります。３点目は、市町村が農用

地の売買や貸借等の権利を、設定権について、権利者の同意を得て作成する農用地利

用集積計画による場合ですね、この場合は、市町村の基本構想に適合しておるという
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ことでですね、市町村がですね、農地の購入を含めて、農業によって自立をしようと

する意欲と能力があって、農業経営に主として従事する者と認めた場合についてはで

すね、この下限面積要件は厳密には適用されなくて、弾力的に運用できるという意見

があります。以上です。 

 

○議長 

 よろしいでしょうか。 

 

○委員 

 はい。 

 

○議長 

 他に何かありますか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議無しということで、第 4号議案については、承認することとし、第 5 号議案

については、支障のない旨を回答することとします。 

次に、9 ページ、報告第 3号「農地法第 4 条の規定による許可処分の取消願の件」、

を議題とします。 

事務局から説明願います。 

 

○事務局 

9ページ、報告第 3 号「農地法第 4 条の規定による許可処分の取消願の件」、１番

竹松、鬼橋町の農地、地目 畑、面積 390㎡、願出人は、記載のとおりです。 

本件は、建設用事務所用地として使用するため、平成 11年 10月 20 日付で、許

可を得たものですが、近くの倉庫を代用したため不要になったため、許可処分の取消

しを申請するものです。 

場所は、県果樹試験場の手前になるところです。 

事務局としては、許可取消が適当であると判断し、農業委員会会長専決にて県あて

進達し、承認されていることを報告します。 

 

○議長 

それでは、報告第 3 号について、何かご質問はありませんか。 

 

＜質問なし＞ 
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○議長 

質問がありませんので、次に、10ページ、報告第 4号「農地法第 5条の規定によ

る許可処分の取消願の件」を議題とします。事務局から報告願います。 

 

○事務局 

10ページ、報告第 4号「農地法第 5条の規定による許可処分の取消願の件」、１

番大村、徳泉川内町の農地、地目 畑、面積 2,142㎡、譲渡人及び譲受人は、記載

のとおりです。 

本件は、建売分譲宅地 8区画を建設予定で平成 30年 11 月 14日許可を得たもの

ですが、社内協議により計画を見直し、許可処分の取消しを申請するものです。 

場所は、大村レインボーロードを山手に上ったところです。 

なお、現状も畑地として利用されており、隣接地の農地は願出人の所有地です。 

事務局としては、許可取消が適当であると判断し、農業委員会会長専決にて県あて

進達し、承認されていることを報告します。 

 

○議長 

それでは報告第 4号について、何かご質問はありませんか。 

 

＜質問なし＞ 

 

○議長 

質問がありませんので、追加報告及び追加議案の審議に入ります。別とじの議案目

録をお願いします。 

はじめに 11 ページ、報告第５号「農地中間管理事業による農用地利用集積計画の

変更の件」を議題とします。 

お諮りします。報告第５号は、12 ページ第 6 号議案「農地中間管理事業による農

用地利用配分計画作成の件」と関連がありますので、一括して審議することにご異議

ありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

〇議長 

ご異議がありませんので、報告第 5号及び第 6 号議案は一括して審議することと

し、事務局から説明願います。 

 

〇事務局 

11ページ、報告第５号「農地中間管理事業による農用地利用集積計画の変更の件」

１番福重並びに 12 ページ第 6号議案「農地中間管理事業による農用地利用配分計画

作成の件」、はじめに報告第 5号 1番福重、貸付申込者及び借入申込者は、記載のと
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おりです。この案件は、平成３１年３月の総会で承認されています。 

変更点は「設定する利用権の終期年月日」で、２０２４年５月９日が２０２９年５

月９日に変更となり、5年間延びるものです。計画自体は農業経営基盤強化促進法第

18条第 3 項各号の要件を満たしているものと考えます。以上、報告します。 

次に、第 6号議案、1番福重、貸付申込者は及び借入申込者は、記載のとおりです。

この案件も農用地利用配分計画の変更に合わせて、農林水産振興課から意見を求めら

れたものです。 

変更点は、「設定する利用権」の「始期年月日」と「終期年月日」で、始期が２０

１９年 5月１０日が２０１９年６月１０日に、終期が２０２４年５月９日が２０２９

年５月９日に変更となるものです。 

 

第６号議案の１番福重は、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第４項各

号の要件を満たしているものと考えます。 

 

〇議長 

それでは、第６号議案１番福重について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

〇議長 

異議なしという事で、第６号議案１番福重については、支障のない旨を回答するこ

ととします。 

 

以上をもちまして、本日の議事を終了します。 


