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総会議事録（第２回） 

 

１ 開催日時 令和元年５月２９日（水）１４：００～ 

２ 開催場所 第８会議室 

３ 出席委員（３５名） 

○農業委員（１８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 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（１７名） 

１番 城山 正巳  ２番 平山 清孝  ３番 小川 國治  ４番 大久保勝範 

６番 大島 弘美  ７番 野添 幸重  8番 一瀬 晃   ９番 福田 末弘 

１０番 川添 博司 １１番 山上  傳 １２番 井本 忠之 １３番 上野祐太郎 

１４番 森  良広 １５番 野田 善則 １６番 鳥越 優  １８番 山道喜久美 

１９番 畠田 義博 

 

４ 欠席委員 

 

○農業委員（１名）        １０番 松下 善光 

○農地利用最適化推進委員（２名）  ５番 渡邉 重徳  １７番 伏原 稔 

 

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 農地法第５条の規定による許可申請の取下願の件 

       報告第３号 農地法第５条の規定による計画変更承認申請の取下願の件 

       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 

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４条の規定による許可申請の件 

第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請の件 

第４号議案 非農地証明願の件 

第５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６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７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 

 

６ 事 務 局 局長 出口 孝 
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係長 西浦 公治 

職員 石橋 一也   川原 進太郎   中野 孝亮 

   

１ 開会 

○事務局 

ただいまから「令和元年度第２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。 

１０番農業委員、５番推進委員、１７番推進委員から欠席の届出があっております。 

 

○会長 

次に、本日の議事録署名人を、８番農業委員、９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番三浦 

西部町の農地、地目 畑及び田並びに山林、現況一部畑、合計面積 13,934㎡、使

用貸人及び使用借人は、記載のとおりです。本件は、双方合意により解約するもので

す。 

場所は、都市計画区域内農振内農用地及び農振内農用地外です。 
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次に 2 番竹松 

竹松町の農地、地目 田、合計面積 3,601㎡、賃貸人及び賃借人は、記載のとお

りです。本件も双方合意により解約するものです。 

場所は、都市計画区域内農振内農用地です。以上です。 

 

○議長 

それでは次に、2ページ、報告第 2号「農地法第 5条の規定による許可申請の取

下願の件」を議題とします。 

お諮りします。報告第 2号 1番大村は、３ページ報告第 3 号「農地法第 5条の規

定による計画変更承認申請の取下願の件」1番大村及び 4 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番大村と関連がありますので、一括

して報告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、報告第 2号 1番大村及び報告第 3号 1 番大村並びに報

告第 4 号１番大村は、一括して報告することとします。 

事務局から報告願います。 

 

○事務局 

2ページ、報告第 2 号「農地法第 5条の規定による許可申請の取下願の件」1番

大村及び 3ページ報告第 3 号「農地法第 5条の規定による計画変更承認申請の取下

願の件」1番大村並びに 4 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 

まず 4 ページ報告第 4号、1番大村をご覧ください。 

須田ノ木町の農地、地目 畑、面積 444㎡、譲渡人は記載のとおりです。当初転

用者は、○○で昨年 6月に県から転用許可を受けていました。 

2ページ報告第 2号、1番大村及び 3ページ報告第 3 号、１番大村と２件とも同

内容で、譲受人の変更と５条申請の２件を、第 1 回目は本年 10月にご審議をいただ

いたものが、12月に取下げ願いがあっておりました。 

その後、再度１月に、１０月申請と全く同じ譲受人の変更と５条申請があり、それ

を今回、また取下げるというものです。 

併せて、４ページ報告第４号は、県の許可処分を受けていたものの、取消願でござ

います。 

１２月、今月と２度とも取下げられた理由は、添付の資金証明では融資の確実性が

見込めないと県が判断したためです。 

資金証明書については、先般から度々ご指摘を受けており慎重に審査しているとこ

ろですが、最近は多種の金融機関を利用されるようになり、様式が少しずつちがって
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います。疑義のある証明書はその都度県に確認していますが、本件は県の判断も少し

遅くなったこともあり、申請者側が期限までに指定の資金証明書類を間に合わせられ

ないという事で、取下げ願が提出されました。 

議事をいたずらに混乱させないよう、県と連携して資金証明の確実性を担保できる

ような証明を提出させるよう、申請者側にも指導をしていきます。 

 

○議長 

 非常に、今の報告は複雑でございましたけども、何か疑問点がみなさん方からあり

ませんでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

続いて、２ページ、報告第２号、2番大村、事務局から報告願います。 

 

〇事務局 

次に２番大村、東大村 2丁目の農地、地目 原野 現況畑、面積 9,635㎡、譲渡

人及び譲受人は、記載のとおりです。本件は本年 3月にご審議いただいたものですが、

計画変更があったため取下げ願が提出されており、改めて新しい計画で、5条申請が

あっております。詳細はその時にご説明します。 

 

○議長 

ただ今の報告事項に対して、ご意見等ありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

〇議長 

それでは次に、５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、事務局から説明願います。 

 

○事務局 

５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 

黒丸町の農地、地目 田、面積 1,141 ㎡、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、規模拡大のため農地を取得するものです。 

場所は、農振地域外の農地です。 

なお、譲受人は、自作地 12,029 ㎡で農業経営を行っています。 
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○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 

 今、申請地って出ていますけども、請地って書いたところからですね、○○の間は

もう今、造成化が始まってですね、それで、結構家が出来ています。それで、申請地

のところはまだ農地でですね、その申請地の上の細い道がありますけども、そこの辺

りはですね、○○さんのハウスがずらっと並んでいます。これは規模拡大っていうこ

とでですね、自分の耕作地の近くに求められたということで何も問題ないと思います

ので、よろしくお願いします。 

 

○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。 

 

＜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 6ページ第 2号議案、「農地法第 4条の規定による許可申請の件」を議題と

します。 

1番大村、事務局から説明願います。 

 

○事務局 

6ページ第 2 号議案、「農地法第 4 条の規定による許可申請の件」、１番大村 

須田ノ木町の農地、地目 畑、面積 29 ㎡、併用地を含む全体面積は 73.91㎡、

申請者は、記載のとおりです。 

本件は、後ほど 5条で説明いたしますが、申請者が隣接分譲地を建設するに伴い、

今の借家の駐車場が狭くなるため、転用して駐車場を確保するものです。 

場所は、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、切土 0.3m～0.6m、雨水排水は市道側側溝に自然流下となっています。

道路沿いの東側に農地がありますが、後で説明いたします 5 条転用予定です。 

 

○議長 

それでは、１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 

 ここは後程出てまいりますけども、隣の土地と合わせての計画のようでございまし

て、２９㎡で周辺にできる宅地の駐車場に使うということで、野菜なんかを作ってあ

ったりしてありましたけどもですね、周囲にそういうような設備ができるということ
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で、転用やむなしというふうに判断をいたしました。よろしくお願いいたします。 

 

○議長 

１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、1 番大村は許可相当とします。 

続いて、2番竹松、事務局から説明願います。 

 

〇事務局 

2番竹松、宮小路 1 丁目の農地、地目 畑、面積 535㎡、申請者は、記載のと

おりです。 

本件は、申請者が賃貸住宅 1棟を建築するものです。 

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 0.6m、周囲には擁壁設置、雨水排水は、すぐ西側も分譲宅地とな

っていますが、その間に通っている道路側溝に接続放流、汚水も道路の公共下水道接

続となっています。 

申請者所有の南側に農地と里道を隔てた北側に農地があります。 

 

〇議長 

それでは、２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 

 ただいま説明があったとおりです。手前の方は自作の、これも賃貸の住宅ですよね。

西側はずいぶん宅地造成をされてありまして、何ら問題ないかなと、北側はですね、

別の方の農地が残っとるとですけれども、里道が入っとるとですよね、水路も問題な

いかなと思って見てまいりました。皆様のご審議、よろしくお願いします。 

 

○議長 

２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、２番竹松は許可相当とします。 

続いて、３番竹松、事務局から説明願います。 
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〇事務局 

３番竹松、富の原 2 丁目の農地、地目 畑、現況 雑種地、面積 312 ㎡、申請

者は、記載のとおりです。 

本件は、申請者が自己住宅 1棟を建設するものです。 

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、現状のまま利用、雨水排水は西側市道側の既設暗渠に放流、汚水も市道

側の公共下水道接続となっています。 

東側に農地があります。 

 

〇議長 

それでは、３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 

 これもですね、もう、実は、昭和の時代になっとるとですけども、これ雑種地でも

う、一応、家を建てるような計画であったんですね。いろいろな諸事情の中で、住宅

を建てなかったということで、ここももう農地でなかったとですけども、まぁそうい

う介在地って言いますか、雑種地になっとった場所ですので、東側は農地が一部あっ

とですけれども、手前の方に雨水も流れるようになっておりますし、何ら問題ないと

思って見ておりました。皆さんのご審議、よろしくお願いいたします。 

 

○議長 

３番竹松について、何かご意見ありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、３番竹松は許可相当とします。 

続いて、４番松原、事務局から説明願います。 

 

〇事務局 

４番松原、松原 1 丁目の農地、地目 田、現況 宅地、面積 96 ㎡、申請者は、

記載のとおりです。 

本件は、申請者の被相続人が、昭和 50 年頃から自宅への進入路として利用してい

たものです。 

違反転用案件として県へ連絡、協議の結果、県から「簡易手続き相当の違反案件の

基準」に該当し、追認許可相当との判断があったため、農地法第 5 条の簡易手続きに

よる追認許可により是正するものです。 

判断根拠は、県転用事務指針第 4 の 1 の（3）3号の「非農地化の原因が人為的な

ものであり、かつ、20年以上引き続き非農地である土地」に該当するものです。 
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判断のその他事由は、①当初から申請していたら許可相当であったと判断される②

原状回復は困難 

以上の理由です。 

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、現状のまま利用、雨水排水は道路左の水路放流と自然流下となっていま

す。 

 

〇議長 

それでは、４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、事務局が言われたとおりでございますが、手前の方はですね、転用の許可が下

りて、道路にされてはいるんですけど、上の方が許可がなされてないというようなこ

とでですね、今回、被相続人が死亡して、住宅を売買、もう売買済んだということで

聞きましたけども、その際にこういう転用許可を得てなくて道路にしてたということ

でですね、今回申請を上げたと。手前の家に〇〇があるとですけど、○○さんと兄弟

ですもんね。農地の下のところもいくらか譲ってもらったというようなことでですね、

ちょうど現地を見に行った時に○○さんの方から聞いて、もうかなり年数も経ってお

りますし、仕方ないのかなというようなことで判断をしてまいりました。皆様のご審

議をよろしくお願いします。 

 

○議長 

４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、４番松原は許可相当とします。 

続いて、7ページ第 3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 

７ページ、第３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、陰

平町の農地、地目 畑、合計面積 363 ㎡、使用貸人及び使用借人は、記載のとおり

です。 

本件は、使用借人が親の土地に住宅を建築するものです。 

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、集落接続

の１種の例外に該当するものです。 

計画では、切土 0.5m、土留め工事と防護柵設置、雨水は西側市道側溝に接続放流、
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汚水も市道公共下水道に接続となっています。南側及び東側に使用貸人所有の農地が

あります。 

 

○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 

この場所はもう、長く耕作放棄で草が生えてるところでして、部分的には隣の方が

家庭菜園的に少し作っておられる程度の状態でした。周りも今、特にほぼ放棄地に近

い状態なので、何ら問題ないと判断してまいりました。皆様のご審議、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番大村、事務局から説明願います。 

 

〇事務局 

2 番大村 須田ノ木町の農地、地目 畑、合計面積 735 ㎡、併用地を併せた全体

面積は 1,424.89㎡、譲渡人及び譲受人は、記載のとおりです。 

本件は、分譲宅地６区画を建設するものです。 

場所は、第 2 号議案 1 番大村の隣、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、切土 0.8m、盛土 2.2m、擁壁設置、雨水は北側に設ける側溝と進入路

両側のグレーチングを通って、南側市道側溝に接続放流、汚水も市道側の公共下水道

接続となっています。 

なお、東及び北側に農地があります。 

 

○議長 

それでは、２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、非常に申請あるいは取下げ、非常に複雑極まりないという感じがす

るところでございます。冒頭、事務局から、２号議案、３号議案、４号議案でそれぞ

れ、申請、取下げ、また申請、そういった説明がございましたが、私たちも読んでい
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きよってですね、どういうふうになってるのかなと、非常に理解に苦しむような状況

でございまして、さかのぼることちょうど１年前にですね、これが平成３０年５月１

４日に申請があったところでして、一番最初はちょうど 1年前の総会で審議をしたと

ころでございまして、許可相当ということで、それから、ちょうど１年間ですね、ま

た取下げ、内容変更、計画変更、取下げ、この繰り返しでですね、二転三転どころか

もう四転五転といったところがふさわしいんじゃないかというふうに思います。それ

で、事務局の方からですね、時系列でずっと私どもの方に説明が、文書として上がっ

ておりまして、これ見ると、すごくわかりやすいなという感じがしまして、現地を見

てまいりました。それで、いろいろ申請内容とか添付資料、見る限りではですね、転

用やむなしということだろうと思うんですけども、もう何回となくこういう受付、審

議をやっている事務局も大変だったと思うし、私どももですね、またそこかいという

ふうな感じでですね、来ておりましたので、もうこれで最後といたしたいなという気

持ちが正直な気持ちでございます。いろいろ要望等、内容からいきますと、特に問題

ないということで見てまいりましたので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

○議長 

２番大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

○事務局 

先ほども説明しましたけれど、時系列を説明します。1回目、３０年の 5月にこの

議案が〇〇様と○○様で申請が上がって、賃貸住宅１棟を建設するという計画でござ

いました。それは県から許可が下りております。その後、10 月に、譲受人は〇〇さ

んから〇〇さんにするという計画の変更を出されて、それと合わせて５条の申請が二

つ上がりました。３回目には、１２月にこの申請の 2 件、変更と５条の申請の２件を

取り下げられました。4 回目が１月に５条と変更と、10 月とまったく同じ申請が上

がりまして、今回 5 回目になるんですけれども、５条と変更の申請を取り下げて、そ

れと、去年の５月の総会で上がっていた５条の申請、許可がもう下りておりましたの

で、その許可処分の取下げをお願いしますという申請が合計で３つ上がったというと

ころでございます。別の案件にはなるんですけれど、今回、譲渡人が、○○様に加え

て○○さんが今度加わったというところの一つが変更と、譲受人がですね、○○さん

ではなくて○○さんになったというところと、賃貸住宅１棟だったのが、今回分譲住

宅の６区画になったというところ、あわせて１筆増えましたので、全体面積は併用地

を合わせてですね、今までが 1,000㎡ぐらいだったのが 1,400 ㎡ちょっとになった

という申請でございます。先ほどの話とダブりますけれども、取下げが起こらないよ

うに、資金証明を確実に審査していきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○議長 

 他に何かありませんでしょうか。 

 それでは、ただいま２番大村につきましては、いかが取扱いいたしましょうか。 
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＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、２番大村は、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 水計町の農地、地目 畑、面積 337 ㎡、譲渡人及び譲受人は、記載の

とおりです。 

本件は、譲受人が、倉庫建設と資材置場とするものです。 

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、現状のまま利用、雨水は浸透桝による地下浸透、汚水は発生しません。 

なお、周囲に農地はありません。 

 

○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があったとおりでですね、周辺には農地はなく、西側の

方は里道となっていますけど、あれはかなり段差がございましてですね、特に問題は

ないと判断いたしております。皆様のご審議をよろしくお願いいたします。 

 

○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＞ 

 

○会長 

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。 

 

〇事務局 

４番大村、東大村 1 丁目の農地、地目 畑、面積 412㎡、贈与者及び受贈者は、

記載のとおりです。 

本件は、受贈者が、居宅及び店舗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２種農地です。 

計画では、現状のまま利用、雨水排水は、西側既存水路へ放流、汚水は合併処理浄

化槽を設置し、雨水同様西側へ放流となっています。 



12 
 

なお、西側に農地があります。 

 

○議長 

それでは、４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 

先ほど事務局から説明がありましたとおり、親子間の贈与というふうになっており

ます。敷地にですね、店舗兼住宅という形で転用をかけるということですね。その残

地っていうか左側の畑ですけれども、ここはもう家庭菜園の範疇という感じであまり

問題ないかなというふうに見てまいりました。審議のほどよろしくお願いします。 

 

○議長 

４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、４番大村は、許可相当とします。 

次に 5 番大村を議題としますが、本件は、報告第 2号 2番大村で取下げられた後、

新たな計画の申請があっております。前回審議した臨時総会と同様、慎重な審議をす

るため、総会議案の最後に審議したいと思いますが、ご異議ないでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

〇議長 

ご異議がありませんので、5番大村は最後に審議することとします。次に、6番西

大村を議題としますが、本件は 7番西大村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 

ご異議ありませんので、６番西大村と 7 番西大村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 

６番西大村及び 7 番西大村、まず 6 番西大村、古賀島町の農地、地目 畑、面積

377 ㎡、使用貸人及び使用借人は、記載のとおりです。 

本件は、使用借人が、共同住宅１棟を建設するものです。 

続いて 7番西大村、古賀島町の農地、地目 畑、面積 282 ㎡、使用貸人及び使用
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借人は 6番西大村と同じです。 

本件は、使用借人が自宅を建設するものです。 

二つの案件の場所は、都市計画区域内（準工業地域）、農振外の第３種農地で、計

画では現状のまま利用、雨水は最終的に南側市道既設側溝に接続放流、汚水も市道側

公共下水道接続となっています。 

なお、東側及び南側と、里道を隔てた西側に農地があります。 

 

○議長 

それでは、６番及び 7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 

ここは相続で○○さんっていう人と○○さんっていう人とが、３つになってますけ

ど、１つを相続されて３つに分けられた畑です。その上２つを○○さんの娘婿さんか、

子どもさんが借りて、賃貸住宅と自分のおうちを建てられるそうです。手前の畑も兄

弟さんなので別に何も問題はないかと思います。赤道と向こう側の滑走路の方に○○

さんっていう人の畑があるんですけど、そこには赤道があって、そんなに影響はない

し、こっち側も道をそこに作っておられるので、右の方の畑にも影響はあんまりない

んじゃないかなと思われます。以上です。よろしくお願いします。 

 

○議長 

６番西大村及び 7番西大村について、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、６番西大村及び 7番西大村は、許可相当とします。 

続いて８番竹松、事務局から説明願います 

 

〇事務局 

８番竹松 竹松本町の農地、地目 畑、面積 243 ㎡、併用地を含めた全体面積は

309.67㎡、贈与者及び受贈者は、記載のとおりです。 

本件は受贈者が、隣接する実家を毀して、申請地とともに、住宅 1 棟を建設するも

のです。 

場所は、都市計画区域内（商業地域）、農振外の第３種農地です。 

計画では、盛土 1m、周囲にはコンクリート擁壁設置、雨水は、北側に側溝を設け

て東側市道の側溝に接続放流、汚水も市道側の公共下水道接続となっています。 

なお、周囲に農地はありません。 

 

○議長 
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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 

ここは昔の○○っていう○○さんやったとですけど、その今住んでおられる家もで

すね、店舗兼住宅ということで、親子で住んどらすとですけど、手狭ということでで

すね、取り壊しをしてその隣に家庭菜園的に作られていた土地があって、そこに建て

替えるっていうことで、手前の方の下は墓がすぐあっとですけど、周りは何も、住宅

ばっかりで問題ないかなと思って見てまいりました。どうぞご審議のほどよろしくお

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＞ 

 

○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、８ページ、９番竹松、事務局から説明願います。 

 

〇事務局 

９番竹松、小路口本町の農地、地目 田、面積 1,863 ㎡、譲渡人及び譲受人は、

記載のとおりです。 

本件は、譲受人が７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 0.9～1m、周囲には擁壁設置、雨水は区画中央部に設ける進入路

両側に側溝を設け、入口の市道既設水路に接続放流、汚水も市道の公共下水道への接

続となっています。 

なお、市道側以外に農地があります。 

 

○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 

ここは市道が通ってですね、市道の方に下水、雨水関係は流すということで、西側

の田んぼ、そこにハウスを作られておられるとですけども、一応、譲受人さんの方の

建築会社の方にもお話をして、日照権とかなんとかの問題はどがんですかということ

もお話ししたんですけど、一応、建築基準法に則ってやってますのでということで、

一応、そこらへんも確認はしました。南側の方の田んぼの方もですね、下の道路の方

からずっと別の水路で水も入って来ていますし、一応、水路関係も問題ないかなと思
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って見てまいりましたので、どうぞご審議のほど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番竹松、事務局から説明願います。 

 

〇事務局 

１０番竹松、富の原 1丁目の農地、地目 畑、面積 287 ㎡、譲渡人及び譲受人は、

記載のとおりです。 

本件は譲受人が駐車場を建設するものです。 

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 0.1m、擁壁設置、雨水は西側に流して市道側溝に接続放流となっ

ています。 

なお、北側と道路隔てた西側に農地があります。 

 

○議長 

それでは、１０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 

ただいまご説明がありましたとおりで、もうそこは住宅地の一角にそれだけ残って

いる感じで、上下水道、何ら問題ないと思います。まあ駐車場ということで、何も問

題ないと思って見てまいりました。皆様のご審議をお願いします。 

 

○議長 

１０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、１０番竹松は、許可相当とします。 

次に、９ページ第 4 号議案、「非農地証明願の件」を議題とします。1 番三浦、事

務局から説明願います。 
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〇事務局 

９ページ第 4 号議案、「非農地証明願の件」1 番三浦 

溝陸町の農地、地目 田、現況 私道、面積 190㎡、申出人及び利用者は、記載

のとおりです。 

申出によりますと、昭和 35年に申請地と隣の地番に跨って、建物が建設されまし

たが、以前の建物も昭和 2 年頃建築され、敷地及び進入路も当時から変わっていない

とのことです。 

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。 

なお、周囲に農地はありません。 

 

○議長 

それでは、1 番について、三浦地区農業委員・推進委員お願いします。 

 

○委員 

ここをですね、２７日の日に現地確認に行ってまいりました。３５年に○○と○○、

間違えてですね、○○に建設されたということで、その時見に行ったとですけど、ち

ょうど家の真ん中をその地番が通っている状況でした。結局、20 年以上経ってます

し、もう 35 年やけんですね、60 年ぐらい経ちます。そういうことで、非農地化が

適当と考えます。皆様のご審議をよろしくお願いいたします。 

 

○議長 

1番三浦について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

○委員 

 この建物は小屋かなんかですか。住まいですか。 

  

○委員 

 住まいです。 

 

○委員 

 そうした場合に、これ非農地証明っていうんですか、宅地に変更とかじゃないとで

すか。転用申請の方じゃないとかなと思って。 

 

○事務局 

 ここがですね、もう昭和２年当時からずっと変わっていないということでですね、

この非農地証明を経たうえで、おそらく宅地に地目を変更をされるということだと思

います。課税上は、もうそのまま宅地ということで課税はされておる状況でございま

すので、この場合は、非農地証明を得たうえでの地目の変更をされるということであ

ります。 
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○議長 

 よろしいですかね。 

 

○委員 

はい、わかりました。 

 

○議長 

 それでは、１番三浦につきましてはいかがでしょうかね。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、1 番三浦は、承認することとします。 

次に１０ページ、第５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。 

 

○事務局 

１０ページ、第５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番鈴田、小川内町の農地、地目 畑及び田、現況畑、合計面積 10,768 ㎡、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、農振内農用地外の第 1種農地及び都市計

画区域外 農振内農用地、農振内農用地外の第 1種農地が点在しています。 

設定する利用権は、議案書記載のとおりです。 

 

次に、２番竹松、竹松町の農地、地目 田、現況畑、合計面積 3,601 ㎡、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。 

設定する利用権は、議案書記載のとおりです。 

 

次に３番竹松、竹松町の農地、地目 田、現況 畑、面積 2,370㎡、貸付申込者

及び借入申込者は、記載のとおりです。 

場所は、2番竹松の隣で、都市計画区域内、農振内農用地です。 

設定する利用権は、議案書記載のとおりです。 

 

次に４番竹松、鬼橋町の農地、地目 田、現況 畑、面積 1,445㎡、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。 
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設定する利用権は、議案書記載のとおりです。 

 

次に 11ページ、５番竹松、鬼橋町の農地、地目 田、現況 畑、面積 2,912㎡、

貸付申込者及び借入申込者は、記載のとおりです。 

場所は、4番竹松の手前で、都市計画区域内、農振内農用地です。 

設定する利用権は、議案書記載のとおりです。 

 

次に６番竹松、鬼橋町の農地、地目 田、現況 畑、面積 1,518㎡、貸付申込者

及び借入申込者は、記載のとおりです。 

場所は、4番竹松と 5番竹松の間で、都市計画区域内、農振内農用地です。 

設定する利用権は、議案書記載のとおりです。 

 

次に７番竹松、鬼橋町の農地、地目 畑、面積 1,867 ㎡、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、農振外の第 3 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。 

なお、○○さんについては、３月の認定審査会で青年等就農計画認定書が交付され

ている新規就農者ですが、先月総会案件にもありましたとおり、ハウス栽培等の集約

的な栽培を行う意欲ある農業者という事で下限面積要件は、弾力的に運用しておりま

す。 

 

以上、第５号議案の借入申込者は、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５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５号議案は、承認することとします。 

続いて、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集積計画作

成の件」 を議題とします。お諮りします。第６号議案は、13 ページ・14 ページ

の第７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＞ 
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○議長 

ご異議がありませんので、第６号議案及び第７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 

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集積計画作成の件」 

及び 13ページ・14ページの第７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を配布しております。その資料と併せて、ご説明いたします。 

この表の縦の欄、左から４列分が、一番上の行に書いているように集積計画で第６

号議案、3列目から７列目までが配分計画で第７号議案です。 

 

集積計画の貸付申込者１人の農地を、３列目に書いている農地中間管理機構を通し

て、配分計画の６人が借り入れるものです。 

 

１ページ目、２ページ目ともご覧のとおり、集積計画の貸付申込者は、第６号議案

の１番記載のとおりです。 

はじめに、１ページの配分計画の５番三浦、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等は記載のとおり

です。設定する権利は使用貸借権、借入地を樹園地として計画されています。 

 

次に、配分計画の４番三浦、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等は記載のとおり

です。設定する権利は使用貸借権、借入地を樹園地及び水稲の作付として計画されて

います。 

 

次に、配分計画の３番三浦、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等は記載のとおり

です。設定する権利は使用貸借権、借入地を樹園地として計画されています。 

 

次に、２ページの配分計画の２番三浦、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等は記載のとおり

です。設定する権利は使用貸借権、借入地で水稲の作付を計画されています。 

 

次に、配分計画の６番鈴田、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等は記載のとおり

です。設定する権利は使用貸借権、借入地に水稲の作付を計画されています。 
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次に、配分計画の１番三浦、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等は記載のとおり

です。設定する権利は使用貸借権、借入地を樹園地として計画されています。 

 

以上、第６号議案、１番三浦・鈴田は、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７号議案、１番三浦から６番鈴田までは、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６号議案、及び第７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 

異議無しということで、第６号議案については、承認することとし、第７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。 

 

〇議長 

それでは、最後に第３号議案、５番大村の○○の５条申請について審議を行います。

事務局から、説明願います。 

 

○事務局 

７ページ、第３号議案、「農地法第 5条の規定による許可申請の件」５番大村 

東大村 2丁目の農地、地目 原野、現況畑、面積 9,635 ㎡、譲渡人及び譲受人は、

記載のとおりです。 

本件は、譲受人がリサイクルプラントの保管能力を上げるため、資材置場を広くす

る必要が生じたことから申請されたものです。 

計画では、切土 3.07m、盛土 10.85m、東西の石積みをし、法面整形と傾斜部分

には種子吹付により保護、雨水は、山（北東）側に U字溝を設けて、ヒューム管から

谷側に流すのと、谷（南西）側は U字溝を通して、溜桝（沈砂池）に集めた後、自然

流下、汚水は簡易トイレを設けますので、そこが汲み取り式となっています。 

なお、東側に農地があります。 

以上です。 

 

〇議長 

本日の審査は、前回同様５条の審査項目によって、農業委員さんに許可相当か不許

可相当の採決をしていただきます。なお、採決の方法は、農業委員さんの起立により、

許可相当か否か、決定していただきます。推進委員さんは意見を述べることはできま
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すが、議決権はありません。 

ここで、事務局から、臨時総会後の経緯と本案件の具体的なの審査の基準の説明が

ありますので、これを許可します。 

 

○事務局 

臨時総会後の経緯を、確認の意味で簡単に説明します。お手元の配布資料、申請の

新旧比較表をご覧ください。臨時総会後、常設審議委員会の意見を受けて、県から補

正を求められました。記載のとおり、①資材置場面積に対して、この農地が必要な理

由、②原則３が月以内に着工し、1 年以内完工となっているのが、２年かかる理由、

③埋立用の残土確保の確実性です。 

その内容に沿って、それを証明するに足る資料を求めて当市農業委員会を窓口に、

県と申請者間で書類のやり取りがされてきましたが、計画自体が大幅に見直され、変

更になりましたので、先月の総会でも報告しましたが、県、農業会議と協議し、申請

者にも県から話をされ、申請者が５/８付けで取下申立書を提出されたものです。こ

のため、土地開発協議の取下届出書も 10日付けで提出、受理されています。 

今回の申請の変更事項は、２に記載のとおりです。詳しくは、審査基準の中で説明

します。 

続いて、審査基準を説明します。前回説明と違う点を中心に説明します。 

①申請書写しと②A4・2 枚の審査基準二つをご覧ください。 

まず、申請書の写しを簡単に説明します。 

P1 は許可申請書、P2 は事業計画、P3・４は資材置場等の事業計画、P5 は工程

表、P6は被害防除計画です。 

次に、A4・2 枚の審査基準は、前回同様、４条・５条の転用許可の審査項目です。 

はじめに、書類審査等で、農業委員さんが判断に迷うことはないと思われる、また

は事務局が書類上で判断される、項目を先に説明します。 

 

１枚目、上の立地基準です。ここは、場所が前回と変わっていませんので、第 2 種

農地だと判断されます。 

下は一般基準です。 

１ 資力及び信用は、事務局で資金計画書を審査し、また過去の違反転用等はなく、

適正と判断しています。新旧比較表の変更事項の事業費は、中央を通るヒューム

管の径が 600mm から 1000mm に変更になったため、土地造成費が増えてい

ますが、残高証明の範囲です。 

 

２ 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意状況は、申請地の上に地上権、永

小作権、利用権等、土地の使用収益を目的とする権利は、ありませんので、該当

なしと判断されます。 

 

４、５、７、９は前回同様、該当しませんので、斜線を入れています。 
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１０ 法令により義務付けられている行政庁との協議の進捗状況は、市環境保全条

例に基づく土地開発協議が申請済みで、月末に全体協議を行い、その後関係課で

個別に協議されます。土地開発協議済書は、個別協議が終了しても転用許可がな

いと通知されません。都市計画課とも協議ずみです。 

 

以上、３、６、８以外の項目について、説明を終わります。 

 

〇議長 

はい、ただ今事務局から説明があったとおり、書類審査及び事務局が書類審査で客

観的に判断できる項目は、一般基準の３、６、８以外とのことです。 

一旦ここで終わり、ご意見をいただきたいと思います。 

ここまでの審査の基準について、何かご意見、ご質問はありませんか。 

 

○委員 

 中央の一番底の部分、1000 ミリのヒューム管を接続というご説明やったですけど

も、その先は溜桝の方に入るようになっていて、その溜桝から先の放流については、

下の方に何ら被害とかの問題ないものか説明をお願いしたいと思いますけども。 

 

○事務局 

 今日の審査のやり方について説明をいたしました。ご質問の計画の中身につきまし

ては、今から説明をしたいと思います。 

 

○委員 

 今説明があった 1 番、転用に関する意見で、資金はまあおわかりのとおりですけど、

この信用面はいいんですかね。そして、2番の地上権はよかって言わしたですね。 

 

○事務局 

 1点目のご質問の信用の件ですけれども、あくまでも県の方の審査基準っていうと

ころでいきますと、この信用の部分については、過去に違反転用とか、そういうこと

があったかどうかっていうところが審査する項目として出てきておりまして、ここの

○○さんについては、過去の転用行為についての違反っていうのがなかったものです

から、先ほど適正というふうに判断をしておるというふうに申し上げたところでござ

います。その他については、それぞれの委員さんが今からお話をしていただければと

思います。ただ、基準上は、過去に転用の違反があったかどうかっていうところが審

査の項目になっているようでございます。 

 それと、２番の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意状況ですけれども、土

地の上には権利が乗っかっております。この場合には、土地を使用収益する権利、一

番強い権利が当然、所有権になるのでしょうけれども、先ほど申しました地上権です
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とか、永小作権ですとか、利用権ですね、そういったものの権利が設定をされており

ませんので、該当なしと判断されますというふうに申し上げました。地上権っていう

のは、公権力としては、所有権とか、使用収益をするとか、権利かなと思いますけれ

ども、その中に入ると思います。以上です。 

 

〇議長 

 よろしいでしょうか。 

 

○委員 

 まあわかりましたけど、あと、広くなったですよね。当然、直接関係なかとばって

ん、物をいろいろ、前は産業廃棄物でこう利用しますね。その辺の感じは、私も関係

なかとばってん、その辺どんなかなと思って。 

 

○事務局 

 一番最初の１月に申請をされている時には、総会の資料の中の申請書が、産廃等と

いう言葉が入ってきて、それを差替えられたという経緯がありました。ただ、３月の

総会の時もそうですけれども、書類自体は妥当ということで、３月の時にも書類上の

不備はありませんでしたし、今回の申請についても書類上の不備はございません。３

月の時にも可能性を言いますと、どこまでももう、不安があるかもしれないんですけ

れども、そこは仮に、ここの埋立をした土に産廃土が入っていたとか、もし仮にそう

いうことがあった場合にですね、当然捨ててはいけないようになっていますので、そ

の時に処分の対象、法律違反ですから対象にはなりますけれども、今の段階で、書類

は、きちんとした書類ができておりますので、そこをどうこう言うことはちょっと難

しいと思います。以上です。 

 

○委員 

 新旧比較表の中の事業費ですね。土地の造成費で 300 万、この理由は、ヒューム

管の 1000 ミリを入れるからという、予想より増えたという説明でしたけども、当

初 600 ミリという分が土地造成費の中に入っとらんわけですよね。ここだけに限ら

ず、要するにこう上の方に１、２、３ということで、補正課題がですね、ありますけ

ども、この補正に基づいて計画が変更されたような、そんな感じがしてならないんで

すよね。もう少し具体的には、審査をされればそんなところが窺えるのかなって思い

ますけれども、とりあえずこの事業費、具体的に言われましたので、お答えできらっ

せばいただきたいなと思いますがね。 

 

〇事務局 

 土地造成費が 300 万増えている件ですけども、元々当初計画で東西に走っている

排水管、それが申請の途中で 1000 ミリに変更になって、図面の差替えを行ってお

ります。その際に、申請書の中の事業費を計上してなかったということで、今回、300
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万上がってきています。以上です。 

 

○委員 

 それと、現地を見て思ったんですけども、600ミリのヒューム管は半分でしたよ

ね。普通は、ああいうふうにこう、土ば埋めて嵩上げにすっとやけんが、当然、ヒュ

ーム管は丸の形状じゃなからんばいかんですたいね。ということは、今設置されてる

ヒューム管、半分のやつでは、到底できないですたいね。まあ埋戻しばしてするわけ

やっけんが、当初からいくらかでも、まあヒューム管ぐらいだけやったら、まあよか

です。そこまで、それ以上の確認はされてないんでしょうから。まあそういうところ

を疑問に思っただけです。 

 

○事務局 

 こちらの管の径につきましては、当然、開発協議の中で、都市計画課の技術屋さん

の方で、ここの面積も計算をしてですね、何十年に一回の水も大丈夫というふうなこ

とで、その流量の計算をしたうえで、この管の大きさは、今回の 1000 ミリに変わ

ったというふうなことであります。以上、補足です。 

 

○委員 

 私の理解が足りないのかもしれませんけど、みなさんどう思われるか、一般基準の

２番ですね。転用行為の妨げとなる権利を有する者と書いてあります。これ、どうい

った方を言うんですかね。私の解釈では、隣接地の土地所有者の方を指すのかなと思

ったりしたんですけど。どうなんでしょうかね。 

 

○事務局 

 当然、この申請地である畑、農地を転用しようと思えば、その上に使用収益をする

権利がある方がいらっしゃれば、その方の同意、また、そこに地上権を設定している

方ですとか、いろんなその土地の上に、権利を持っていらっしゃる方が仮にいれば、

その方の同意がないと、その該当地の開発っていうのはできない。それは登記簿等も

確認したうえで、先ほど言いました地上権ですとか、他のいろんな使用収益をする権

利を有する方が、ここにそういう権利のある方がですね、いらっしゃらないという意

味での、転用行為の妨げとなる権利を有する方の同意状況という、そういうことでご

ざいます。だから、そこに、そういう方がいらっしゃらなかったということで、先ほ

ど該当なしということを申し上げたところであります。 

 

○委員 

 わかりました。その土地そのものに対する権利のことですね。先ほど言いました隣

接地に農地がありますよね。その方の同意も必要とするということではないわけです

ね。そういうことですか。わかりました。 

 



25 
 

○事務局 

 一応、隣接地は、同意っていうものが必ずしも必要とされていないということで、

現在通知がされておるところでございます。以上です。 

 

○委員 

 実は、臨時総会が３月にあってですね、今回、また変更届けがありまして、大きく

変わってきております。一応ですね、本当、今日もですね、貴重な時間を割いていた

だきまして、現地確認をしていただきまして本当にありがとうございました。その中

でですね、先ほどから事務局の方から詳しく説明もあっておりますように、もう大変

大きく計画変更がなされております。その中でですね、以前の方は、九州新幹線の残

土だったんですけど、これも同じですけども、今回、この文書の中に一応、盛土取得

の場所及び量の見積もりということで載っておりますけど、どこに置いてあるとかな

あと思ってですね、もし知っていらっしゃれば、事務局の方からよろしくお願いしま

す。 

 

○事務局 

 これは申請代理人に聞き取りで確認をしておりまして、担当の JVあるいは業者さ

んとですね、口頭で了解はいただいているということです。ただし、正式な契約等に

ついては、まだ交わせないということで、その前提としてですね、農転の許可と、そ

の許可を受けた後にですね、県からの指定っていうのを受けないと正式な契約は交わ

せないということで。ただ、その前提がクリアされたならば、その残土は、確保でき

るという口頭での了承はいただいているということです。ちなみに、その土自体は、

現在もその現場近くにあるので、どこか別の場所に移しているということはないとい

うことでした。以上です。 

 

○委員 

 はい、わかりました。そこでですね、一つですね、一番大事なことがあって、先ほ

どから事務局の方からお話しもあってますとおり、隣接の土地の方とか、一つですね、

地元にですね、行政書士とか設計士の方がですね、○○さんのところにですね、新し

い文書を持ってこられたそうなんですけど、近いうちにですね、前回から今回こう変

わったですね、説明会をですね、しようということを地元から聞いております。これ

がそのままですね、大きく変わりましたので、間違いないようにですね、また今度、

地元の説明会にですね、地元の方がもう納得されるような説明をしていただければで

すね、私どももちょっと安心するところでございます。そういったところで、よろし

くお願いします。 

 

〇議長 

 他に何かありますか。 

 



26 
 

＜異議なし＞ 

 

〇議長 

では、続いて、農業委員に判断いただく、３項目について説明をお願いします。 

 

○事務局 

残った３項目は、 

３ 申請に係る用途に延滞なく供することの確実性 

６ 計画面積の妥当性 

８ 周辺の農地等に係る営農条件への支障の有無  です。 

 

３ 申請に係る用途に延滞なく供することの確実性については、この土地に仮登記

等はありません。新旧比較表をご覧ください。県の指摘②に関連しますが、工期

が約 2 年半から原則どおり、申請書コピーP5 の工程表のとおり、1 年ほどで完

工する計画に変更されています。また、県の指摘③に関連して、必要盛土量は

39,247立米に変更され、その調達先は新幹線工事が 11,000 ㎥、その他は公共

工事、自社及び関連会社から発生する残土を見込んであります。最悪の場合でも

自社で採掘できる土量が 4 万㎥あるとのことです。造成計画で切土・盛土も変更

されています。 

 

６ 計画面積の妥当性は、資材置場面積が県の指摘①を受け、譲受人の現在の資材

置場が狭いため、再生砕石の生産量を抑えていたが、生産量を上げるため新たな

置場が必要になり、その面積が約 4,700㎡に広くなっています。 

 

８ 周辺の農地等に係る営農条件への支障の有無については、申請書写し P5 の被

害防除計画をご覧ください。変更点は、①（１）アの盛土が 15.6m から 10.85m

に、切土が 2.68m から 3.07m と、平面図を見てもわかるように少し低めでな

だらかな面になり、③（１）雨水排水がアとエにマルだったのが、エ自然流下の

みに、（２）汚水処理をエから、簡易トイレをつけたためにウに、変更されていま

す。以上です。 

 

〇議長 

今説明のあった、３項目は、農業委員さんに判断いただくことになります。事務局

の説明に、何かご意見、ご質問はありませんか。 

 

○委員 

 完成した場合ですね、盛土の工事が完成した場合、周辺に U字溝は入るような計画

ですかね。ちょっとわからんとですけど。 
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○事務局 

 前回の計画の変更点だけを中心に説明をしたものですから、もう一度説明をいたし

ますと、これが今回、変更後の計画であります。先ほど言いましたように、ここのヒ

ューム管 1000 ミリが入るんですけれども、この上の方の、上から流れてくる水と、

ここが土羽になるんですけれども、こちら側に流れた水についてはですね、ここに U

字溝が入りますので、そこを通して、ここに落ちていきまして、谷側の分はですね、

このヒューム管を通ってこっちに流れていくことになります。それ以外の方のほとん

どの水についてはですね、ここに U 字溝が一本と、こっちにも U 字溝がありますけ

れども、ここを通って、ここの沈砂池に一旦溜まった後ですね、こちらの方の谷側の

方に流れていくということになります。 

 

○委員 

 当然、開発協議を経てこういう設計になったと思うんですけれども、事業費の中の

ですね、さっきから言う、土地造成費が 300万とか経費が 100万でトータル 400

万でこれができるのかなって、単純にですね、素人から思って感じるんですけれども、

その辺、何も問題ないんでしょうか。 

 

○事務局 

 以前は、特に新幹線等であれば、受け入れの時に業者さんから立米あたりいくらっ

ていう経費が発生したので、その辺で資金計画が十分まかなえたというところだった

んですけれども、今回のことについてはですね、先ほどから説明しますとおり、新幹

線の残土っていうのがちょっと少なくなっております。後はですね、民民の契約をさ

れるということでですね、その具体的な資金の計画っていう、そこの民民のところに

ついてはですね、そこまで今のところ計画がないもんですから、そこまでの確認はで

きていないという状況ではあります。 

 

○委員 

 だから、確認用の３番に該当すると思うんですけど、これを本当に僕らで判断でき

るかっていうところもありますよね。 

 

○事務局 

 この計画の変更事項の事業費のところなんですけれども、これはもう、この 300

万がついているっていうだけで、下の方にある必要盛土量の調達先っていうところが

変更になっていて、例えば自社及び関連会社で、その辺りについては特に、受け入れ

る時のですね、○○さんが例えば、自分で公共工事か、もしくは民間の工事でですね、

発生した残土を持って来てから埋められるっていうのも一つあるでしょうし、関連の

会社の方から持って来てもらって埋めるっていう場合もあると思います。ただ、そこ

の部分については、先の計画でありまして、例えば民間の会社とトラック１台あたり

具体的にいくらで、どのくらいの性質の泥をここに搬入するのに、例えば収入として
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もらいますとか、お聞きした状況では、そういった計画までは、ここで具体的に申請

者の方が決められている状況ではありません。 

 

○委員 

 この前の説明会では、再生砕石ですね、そういう話が出ましたよと。機械を据えて

コンクリートを砕いて、再生砕石を作るという話が出たっちゃなかかと私は思っとっ

とですけど。それから、さっき○○委員が説明されたとですけど、造成費ですね、そ

れが上と下が石積みになっとっですたいね、石積み。それを結構、金がかかるとです

よね。ヒューム管も 1メーターのヒューム管っていうことは、結構、金がかかっとる

とですけど。おそらく３００万じゃきかんちゃなかかなと私は思う。そういうことで、

今から農業委員だけ起立してって言わしたばってんちょっと悩みます。私は悩みます。 

 

○委員 

 ここに３００万って上げてあるけども、ここに新幹線の土地の 11,000 立方を処分

する時に、お金をたぶん業者は払うじゃないですか。そうすると、こいだけのあいを

すれば、300 万の工事じゃなくて、工事費が 1,000 万も 2,000 万もかかると、こ

っちの方から金をもらうから、そこは上げてなくても、自己資金としてはこいでよか

っていうことじゃないですか。 

 

○委員 

 それならある程度、収入も、ある程度、見積もりを出さないといけない。 

 

○委員 

 だから、そこを見てね、自己資金の残高証明っていうのがあるじゃない。公共事業

の大きいとをする時には、残高を持たんでいくら計画だけでお金を上げても、通帳の、

銀行からの証明を出さないかんのですよ。だから、こいで、自己資金はこれだけでい

いっていうことになったんじゃないですか。 

 

○事務局 

 再生砕石の話については、申請書の方の３ページにありますけれども、資材置場等

の事業計画っていうことで、現在の資材置場の状況と、資材置場の面積も含めて、こ

ういうふうにこう敷地も持って、再生砕石をここは作っていらっしゃるわけですね。

前回も産廃という話が出てきた時に説明したかもしれませんけれども、再生砕石は産

廃ではありません。結局、いろんな、道路とかそういったものの瓦礫、瓦礫って言っ

たら悪いんですけど、そういう壊れたところとか、そういったものの塊を持って来て、

再生するわけですね。そこで処理して、産廃ではない砕石ができあがるわけですね。

その砕石をこの業者さんは作っていらっしゃいまして、それを今回の計画地の方に、

再生砕石をたくさん作って、それを資材置場に置いてですね、それを販売しつつ、計

画をしていかれるという、そういうことになります。再生砕石は作られるということ
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で、産廃ではないということの説明でした。 

 事業費のことも今、議論になっているんですけれども、具体的に例えば新幹線の残

土の収入とか、先ほど言いました自社及び関連会社との契約とかですね、そういった

ものについてはですね、ちょっと繰り返しになるんですけれども、今のところ計画で

ありましてですね、具体的に、数値的にこういうふうなところでというふうなことは、

業者さん、申請者の方も、今のところ出せない状況ではあります。ただ、ここにある、

事業費のところである計画で、申請書の中はこれでされるということ、また、残高証

明の範囲内に入っているということ、それと、自分の重機も持ってらっしゃるので、

土地造成にあたっても先ほどの石積みっていうところも、自前の会社でやるというこ

とで、そこの費用負担っていうのは発生しないというふうなことを聞いているところ

であります。補足でした。以上です。 

 

○委員 

 必要盛土量のことでですね、新幹線工事についてはですね、綺麗な残土でもありま

すし、もう何も言うことないんですけども、この公共工事の 8,000 立米っていうの

は、いろんなとこから寄せ集めてきた残土ですね。それについては、信用しなければ

いけないんですけども、そこに、現場におって検査するわけにもいかんもんですから、

この辺も十分ですね、していただかないと、もう前回が前回だったもんですから、地

元説明会でですね、この辺をちゃんとしていただかないと、やっぱり心配だなあとい

う気がします。 

 

〇議長 

 今のは、要望っていうことで。 

 

○委員 

 はい。 

 

○委員 

 現地を見た時に、あそこの一番上のところですね、石積みのところになるんですが、

上の方は○○さんの土地でしたよね。一番低いところは石積みでちょっとなってまし

たよね、野面石がこう顔を出してて。境界からどれくらい、この計画の石積みは離れ

ていくのか、ちょっとこう、計画図ではどのくらいかわからんとですけど、誰かわか

らす人がいらっしゃれば、教えていただきたいなあと思うとですけど。 

  

○事務局 

 開発協議の担当に聞いてきてからお答えしたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 
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○委員 

 先ほどちょっと質問しかけておったんですけれども、ヒューム管から排出された先

の水路は、自分の水路があるのかどうか質問いたします。溜桝より排出された排水で

すけれども、それより先の水路はどうなってるのか、自分の水路があるのかどうかの

質問です。 

 

○事務局 

 現在ですね、ここの溜桝に溜まったものがこちらの方に、低くなった位置に水路が

あるそうです。そこにそのまま溜桝の水も流れていくということになっております。

もっと下の方に水路があるかどうかについは、確認はできてはいない状況であります。 

 

 

○事務局 

開発協議の担当の都市計画課から確認した内容ですけど、その下に水路じゃなくて、

もともと沢になっておって、地形が V字になっておりますので、大雨が降った場合に

上から沢になって、下が山林ですけど、沢で自然に下に流れていくという状況です。

そこの水もそこで溜めて、その下の沢に流すという話を聞いております。 

 

○委員 

 ここはですね、大体もう、大体上の方でございますので、この水はですね、ずっと

下に池がございますけども、その池は山田川、山田川に流れてくるようになっていま

す。 

 

○委員 

 従来よりもヒューム管とか、側溝とか設けたら、今まで以上に水量が増えるかなと

思うんですけれども、その川に流れるまでの途中は問題はないということでの判断で

いいんですかね。ちょっと質問いたします。 

 

○事務局 

 先ほど説明があったようにここが沢になっているという状況で、技術部門の方にも、

上の方の水も、ここの方に流れた水も、ここの沢で自然に、今と同じような状況で流

れていくということで、都市計画の方はその計画で承認をしておる状況でございます。

技術的なことは一応、クリアはしているということで考えております。 

 

○委員 

 そしたら、都市計画がもう承認をしているっていうようなことでいいわけですね。

その排水についても。 
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○事務局 

 そうです。流量については、もうこれで計画を認めております。以上です。 

 

○委員 

 はい、わかりました。 

 

○事務局 

 先ほどの○○委員のご質問ですが、都市計画課に確認してまいりましたところ、隣

接地とその石積みの距離は、2 から 2.5ｍほどを想定されているということです。以

上です。 

 

〇議長 

 他に、よろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

〇議長 

ないようでしたら、これで質疑を終結します。 

これより、討論を行います。それでは、許可相当であるか、不許可相当であるかと

いうことで、みなさん方からのご意見はありませんか。 

 

○委員 

最初に申し上げましたけれども、この新旧比較表を比較してみるとですね、やっぱ

りこの○○の信用がですね、どうも私は納得できないという、こんなところです。言

いますようにですね、この県から補正された、補正の説明を求められたこの３項目に

沿って変更されたというに過ぎない。ですから、結果的に言えばですね、必要盛土量、

どっから泥を確保するのかというふうなところに集結されるんですが、結局、39,000

立米いるのに、例えば公共工事の下にあります、自社及び関連会社で 65,000 立米、

こういう計画がですね、しかも、新幹線のところが 11,000 っていう、こういうあや

ふやな計画はないと思います。ここで一番、結果がわかる、信用性がわかる、そうい

うふうなことだというふうに私は理解をしました。ですから、そういった意見を述べ

てですね、農業委員のみなさんにも判断をお願いしたいと思います。 

 

○委員 

６番の計画面積の妥当性っていうところをちょっと確認したいと思うんですけど、

当初は、約 1 ヘクの面積に対して、資材置場が 2,350 ㎡やったとが、この高さが３

分の２になって、4,704 ㎡という、資材置場が、広くはなってるんですけれども、本

来、○○さんの申請書を見ると、資材置場がメインであって、盛土がメインではない

と思うんですよね。泥捨て場がメインではなくて、資材置場としてこの土地を利用さ
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れるというのが本来の一丁目一番地じゃなかったかと思うんですよ。であるならば、

わざわざ盛土を外部から持ってくるんでなくて、そこ切土にして、半分の高さにして

でも利用した方が、資材置場の面積は当然広くなるわけですから、本来の利用目的か

らすると、外部から盛土を持ってくるんじゃなくて、切土で、そこの敷地の中の泥を

動かすだけでやった方が、本来の資材置場としての本命が出ると思うんですよね。そ

うすることによって、隣の○○さんの畑の高さの高低差も縮まるわけですから、隣の

影響も軽くなるんじゃないかなあというふうに私は考えました。どうでしょうか。 

 

○委員 

いろいろこう、意見は出たとですけどもね、まずは、農業委員としては、転用を妥

当かどうかということで、盛り土じゃ、切り土じゃっていうのは、その計画性の、こ

れを信用せざるを得んとじゃなかとかなと思うとですよね。それと、まず問題は、農

業委員がこれを許可をした時に、周りの地権者が、下流の方もそうなんですけども、

そういった方々の意見っていうのばもっとこう、尊重をしてですよ、一応、私の意見

ですけども、これは転用としては妥当じゃなかろうかと思う。しかし、その下の意見、

地権者かれこれの方の意見っていいますとね、そういったものが、まだ説明が完全に

なされとらんとでしょ。そういった方の同意のうえでならばもう、転用可能で、私の

意見ですけども、仕方がないかなあ、この○○さんも事業者なんですよね。自社の物

を、砕石等々を製造される、製造の工場の場所だろうと思うんですよね。そういった

もので、資金が云々とかなんとかよりも、私たちは、転用が妥当なのかっていうこと

の線でいかがなもんかなあと私は思います。以上です。 

 

○委員 

周りの同意っていうとは一切いらんわけですよ。横の人はいるかもしれませんけど、

今言わしたごと下流のなんとか、ほとんど関係者とは見なさないわけでしょ。転用に

関しては。 

 

○事務局 

先ほどちょっと述べましたけれども、平成 10 年の 2月に通知が来ております。そ

れまでは一律添付を求めていたことがあったようですけれども、隣接の農地の方の、

所有者の同意っていうものについては、原則として添付を廃止し、代替措置として被

害防除計画の中で正確に把握するため、被害防除計画を添付させることとするという

ことで、特に必要があると認める場合については求めることができるという、できる

規定になっておるところでございます。以上です。 

 

○委員 

今、確認したんですけど。ちょっと別のことで聞いて、結局、○○さんにも権利が

あるわけですよね。自分の土地をどう使おうと、極端に言えばですね。東大村の方の

心情的なものもわかりますけど、これは、農業委員会としては、極端に言えば関係な
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い、審査に関してはですね。法令に基づいて、今、○○さんが言われたとおり、もっ

と冷静にじゃないですけど、規則に基づいてパッパッパッと書類上でしていかないと、

らちがあかないと思うんですよ。心情的なもの、見た目がどうとかですね、私も個人

的にはわからないこともないですけど、農業委員としては、それは果たして関係ある

ことなのかなと思いますよ。だから、反対に、○○さんが評判悪いかなんかわかりま

せんけど、○○さんの権利を一つは侵害してることにもなりかねないと思うんですよ。

反対に、裁判ってなった時に、農業委員会がってなった時に、果たしてどうなんです

かね、そこら辺は。何でしなかったんだって言われた時に、若干困ったことになりか

ねないんじゃないですかね。 

 

〇議長 

 他にありますか。 

 ないようでしたら、採決に移ってよろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

〇議長 

それでは、採決します。採決の方法は、農業委員の起立により、決定します。 

  

本議案を、許可相当とされる方は、ご起立願います。 

 

賛成が１３名ということで、許可相当といたします。 

 

以上をもちまして、本日の議事を終了します。 


